
法人文書ファイル管理簿（平成24年３月31日現在）
名称

大分類 中分類 (小分類)
2006年度 監査 文部科学省等往復文書 文部科学省往復文書 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2006年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（科学技術振興調整費） 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2006年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（科学研究費補助金） 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2006年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（非常勤講師に係る事務手続き） 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2006年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（債権・債務の管理） 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2006年度 監査 内部監査 内部監査に関すること 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2006年度 監査 監事監査 監事監査補助関係（リスク管理） 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2006年度 監査 監事監査 監事監査補助関係（業務の効率化・合理化の状況） 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2006年度 監査 監事監査 監事監査に関すること 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2006年度 監査 会計監査 会計監査人監査に関すること 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2006年度 監査 会計監査 会計監査人選任に関すること 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2006年度 監査 文部科学省等往復文書 会計検査院検査に関すること 監査チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2007年度 監査 外部監査 ガイドライン実施状況報告書 監査チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2007年度 監査 内部監査 内部監査に関すること 監査チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2007年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（派遣労働者） 監査チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2007年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（科学研究費補助金） 監査チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2007年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（資産管理） 監査チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2007年度 監査 監事監査 監事監査補助関係（予算執行状況） 監査チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2007年度 監査 監事監査 監事監査補助関係（施設関係） 監査チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2007年度 監査 監事監査 監事監査に関すること 監査チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2007年度 監査 会計監査 会計監査人監査に関すること 監査チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2007年度 監査 会計監査 会計監査人選任に関すること 監査チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 他大学等往復文書 各所往復文書 監査チーム 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 監事関係 監事協議会に関すること 監査チーム 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（公的研究費） 監査チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 監事監査 監事監査補助関係（人材の活性化状況） 監査チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（外部委託） 監査チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 外部監査 ガイドライン実施状況報告書 監査チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 監事監査 監事監査に関すること 監査チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 監事監査 監事監査補助関係（フォローアップ） 監査チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（諸手当） 監査チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 監事監査 監事監査に関すること 監査チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 会計監査 会計監査人選任に関すること 監査チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 会計監査 会計監査人監査に関すること 監査チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2008年度 監査 内部監査 内部監査に関すること 監査チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2009年度 監査 監事関係 監事協議会に関すること 監査チーム 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2009年度 監査 他大学等往復文書 各所往復文書 監査チーム 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2009年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（学生支援） 監査チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2009年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（公的研究費） 監査チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2009年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（勤務時間管理） 監査チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2009年度 監査 監事監査 監事監査に関すること 監査チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2009年度 監査 会計監査 会計監査人監査に関すること 監査チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2009年度 監査 内部監査 内部監査に関すること 監査チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2009年度 監査 外部監査 科学技術振興機構による額の確定調査に関すること 監査チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2009年度 監査 会計監査 会計監査人選任に関すること 監査チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2010年度 監査 他大学等往復文書 各所往復文書 監査チーム 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2010年度 監査 監事関係 監事協議会に関すること 監査チーム 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2010年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（安全衛生） 監査チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2010年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（公的研究費） 監査チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2010年度 監査 監事監査 監事監査に関すること 監査チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
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2010年度 監査 文部科学省等往復文書 会計検査院検査に関すること 監査チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2010年度 監査 会計監査 会計監査人監査に関すること 監査チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2010年度 監査 会計監査 会計監査人選任に関すること 監査チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2010年度 監査 外部監査 ガイドライン実施状況報告書 監査チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2010年度 監査 内部監査 内部監査に関すること 監査チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2011年度 監査 他大学等往復文書 各所往復文書 監査チーム 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2011年度 監査 監事関係 監事協議会に関すること 監査チーム 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2011年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（法人文書ファイル他） 監査チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2011年度 監査 内部監査 内部監査に関すること（公的研究費） 監査チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2011年度 監査 監事監査 監事監査に関すること 監査チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2011年度 監査 会計監査 会計監査人監査に関すること 監査チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2011年度 監査 会計監査 会計監査人選任に関すること 監査チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
2011年度 監査 内部監査 内部監査に関すること 監査チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 監査課長 廃棄
1949年度 総務 会議 評議会関係文書(昭和24年9月から昭和25年12月) 総務部総務チーム 1950/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1958年度 総務 会議 評議会議事要旨(昭和33年6月から昭和37年12月) 総務部総務チーム 1959/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1963年度 総務 会議 評議会議事要旨(昭和38年2月から昭和40年12月) 総務部総務チーム 1964/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1963年度 総務 会議 評議会議事要旨(昭和40年12月から昭和43年3月) 総務部総務チーム 1964/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1968年度 総務 会議 評議会議事要旨(昭和43年4月から昭和44年3月) 総務部総務チーム 1969/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1969年度 総務 会議 評議会議事要旨(昭和44年4月から昭和45年3月) 総務部総務チーム 1970/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1970年度 総務 会議 評議会議事要旨(昭和45年4月から昭和46年3月) 総務部総務チーム 1971/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1971年度 総務 会議 評議会議事要旨(昭和46年4月から昭和47年3月) 総務部総務チーム 1972/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1972年度 総務 会議 評議会議事要旨(昭和47年4月から昭和48年3月) 総務部総務チーム 1973/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1973年度 総務 会議 評議会議事要旨(昭和48年4月から昭和49年3月) 総務部総務チーム 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1974年度 総務 会議 評議会議事要旨(昭和49年4月から昭和50年3月) 総務部総務チーム 1975/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2004年度 総務 会議 平成16年度役員会関係　綴 総務部総務チーム 2005/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2005年度 総務 会議 平成17年度役員会関係　綴 総務部総務チーム 2006/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 会議 平成18年度役員会関係　綴 総務部総務チーム 2007/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 会議 平成19年度役員会関係　綴 総務部総務チーム 2008/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 会議 平成20年度役員会関係　綴 総務部総務チーム 2009/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 会議 平成21年度役員会関係　綴 総務部総務チーム 2010/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 会議 平成22年度役員会関係　綴 総務部総務チーム 2011/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 総務 会議 平成23年度役員会関係　綴 総務部総務チーム 2012/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2004年度 総務 会議 平成16年度経営協議会関係　綴 総務部総務チーム 2005/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2005年度 総務 会議 平成17年度経営協議会関係　綴 総務部総務チーム 2006/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 会議 平成18年度経営協議会関係　綴 総務部総務チーム 2007/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 会議 平成19年度経営協議会関係　綴 総務部総務チーム 2008/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 会議 平成20年度経営協議会関係　綴 総務部総務チーム 2009/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 会議 平成21年度経営協議会関係　綴 総務部総務チーム 2010/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 会議 平成22年度経営協議会関係　綴 総務部総務チーム 2011/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 総務 会議 平成23年度経営協議会関係　綴 企画総務部総務チーム 2012/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1975年度 総務 会議 昭和50年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1976/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1976年度 総務 会議 昭和51年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1977/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1977年度 総務 会議 昭和52年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1978/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1978年度 総務 会議 昭和53年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1979/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1979年度 総務 会議 昭和54年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1980/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1980年度 総務 会議 昭和55年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1981/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1981年度 総務 会議 昭和56年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1982/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1982年度 総務 会議 昭和57年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1983/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1983年度 総務 会議 昭和58年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1984年度 総務 会議 昭和59年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1985/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1985年度 総務 会議 昭和60年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1986/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
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1986年度 総務 会議 昭和61年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1987/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1987年度 総務 会議 昭和62年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1988年度 総務 会議 昭和63年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1989/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1989年度 総務 会議 平成元年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1990/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1990年度 総務 会議 平成2年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1991/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1991年度 総務 会議 平成3年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1992/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1992年度 総務 会議 平成4年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1993/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1993年度 総務 会議 平成5年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1994年度 総務 会議 平成6年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1995/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1995年度 総務 会議 平成7年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1996年度 総務 会議 平成8年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1997/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1997年度 総務 会議 平成9年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1998/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1998年度 総務 会議 平成10年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 1999/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1999年度 総務 会議 平成11年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 2000/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2000年度 総務 会議 平成12年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 2001/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2001年度 総務 会議 平成13年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 2002/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2002年度 総務 会議 平成14年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 2003/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2003年度 総務 会議 平成15年度評議会関係　綴 総務部総務チーム 2004/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2004年度 総務 会議 平成16年度教育研究評議会関係　綴 総務部総務チーム 2005/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2005年度 総務 会議 平成17年度教育研究評議会関係　綴 総務部総務チーム 2006/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 会議 平成18年度教育研究評議会関係　綴 総務部総務チーム 2007/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 会議 平成19年度教育研究評議会関係　綴 総務部総務チーム 2008/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 会議 平成20年度教育研究評議会関係　綴 総務部総務チーム 2009/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 会議 平成21年度教育研究評議会関係　綴 総務部総務チーム 2010/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 会議 平成22年度教育研究評議会関係　綴 総務部総務チーム 2011/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 総務 会議 平成23年度教育研究評議会関係　綴 企画総務部総務チーム 2012/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1969年度 総務 会議 評議会議事概要　綴(昭和44年4月から昭和50年3月) 総務部総務チーム 1970/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1975年度 総務 会議 評議会議事概要　綴(昭和50年4月から平成元年3月) 総務部総務チーム 1976/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1989年度 総務 会議 評議会議事概要　綴(平成元年度から平成4年度) 総務部総務チーム 1990/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1990年度 総務 会議 評議会議事概要　綴(平成5年度から平成10年度) 総務部総務チーム 1991/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1980年度 総務 会議 評議会開催通知　綴(昭和55年4月から昭和61年3月) 総務部総務チーム 1981/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1986年度 総務 会議 評議会開催通知　綴(昭和61年4月から平成4年3月) 総務部総務チーム 1987/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1967年度 総務 会議 学部長会議　綴(昭和42年7月から昭和44年8月) 総務部総務チーム 1968/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1970年度 総務 会議 学部長会議　綴(昭和45年9月から昭和46年3月) 総務部総務チーム 1971/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1971年度 総務 会議 学部長会議　綴(昭和46年1月から昭和48年3月) 総務部総務チーム 1972/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1971年度 総務 会議 学部長会議・評議会議事要録(昭和46年4月から昭和46年12月) 総務部総務チーム 1972/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1973年度 総務 会議 昭和48年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1974年度 総務 会議 昭和49年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1975/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1975年度 総務 会議 昭和50年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1976/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1976年度 総務 会議 昭和51年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1977/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1977年度 総務 会議 昭和52年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1978/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1978年度 総務 会議 昭和53年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1979/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1979年度 総務 会議 昭和54年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1980/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1980年度 総務 会議 昭和55年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1981/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1981年度 総務 会議 昭和56年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1982/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1982年度 総務 会議 昭和57年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1983/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1983年度 総務 会議 昭和58年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1984年度 総務 会議 昭和59年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1985/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1985年度 総務 会議 昭和60年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1986/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1986年度 総務 会議 昭和61年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1987/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1987年度 総務 会議 昭和62年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
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1988年度 総務 会議 昭和63年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1989/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1989年度 総務 会議 平成元年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1990/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1990年度 総務 会議 平成2年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1991/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1991年度 総務 会議 平成3年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1992/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1992年度 総務 会議 平成4年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1993/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1993年度 総務 会議 平成5年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1994年度 総務 会議 平成6年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1995/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1995年度 総務 会議 平成7年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1996年度 総務 会議 平成8年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1997/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1997年度 総務 会議 平成9年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1998/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1998年度 総務 会議 平成10年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 1999/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1999年度 総務 会議 平成11年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 2000/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2000年度 総務 会議 平成12年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 2001/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2001年度 総務 会議 平成13年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 2002/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2002年度 総務 会議 平成14年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 2003/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2003年度 総務 会議 平成15年度部局長会議関係　綴 総務部総務チーム 2004/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2004年度 総務 会議 平成16年度部局連絡会議関係　綴 総務部総務チーム 2005/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2005年度 総務 会議 平成17年度部局連絡会議関係　綴 総務部総務チーム 2006/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 会議 平成18年度部局連絡会議関係　綴 総務部総務チーム 2007/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 会議 平成19年度部局連絡会議関係　綴 総務部総務チーム 2008/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 会議 平成20年度部局連絡会議関係　綴 総務部総務チーム 2009/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 会議 平成21年度部局連絡会議関係　綴 総務部総務チーム 2010/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 会議 平成22年度部局連絡会議関係　綴 総務部総務チーム 2011/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 総務 会議 平成23年度部局連絡会議関係　綴 企画総務部総務チーム 2012/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1973年度 総務 会議 部局長会議議事概要　綴(昭和48年度から昭和55年度) 総務部総務チーム 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1981年度 総務 会議 部局長会議議事概要　綴(昭和56年度から昭和63年度) 総務部総務チーム 1982/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1989年度 総務 会議 部局長会議議事概要　綴(平成元年度から平成4年度) 総務部総務チーム 1990/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1993年度 総務 会議 部局長会議議事概要　綴(平成5年度から平成10年度) 総務部総務チーム 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1980年度 総務 会議 部局長会議開催通知　綴(昭和55年4月から昭和61年3月) 総務部総務チーム 1981/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1986年度 総務 会議 部局長会議開催通知　綴(昭和61年度から昭和63年度) 総務部総務チーム 1987/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1989年度 総務 会議 部局長会議開催通知　綴(平成元年度から平成4年度) 総務部総務チーム 1990/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 会議 平成18年度教育研究評議会録音 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 会議 平成19年度教育研究評議会録音 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 会議 平成20年度教育研究評議会録音 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 会議 平成21年度教育研究評議会録音 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 会議 平成22年度教育研究評議会録音 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 会議 平成18年度部局連絡会議録音 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 会議 平成19年度部局連絡会議録音 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 会議 平成20年度部局連絡会議録音 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 会議 平成21年度部局連絡会議録音 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 会議 平成22年度部局連絡会議録音 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 総務 会議 平成23年度部局連絡会議録音 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2000年度 総務 会議 運営諮問会議　綴（平成12年度から平成13年度） 総務部総務チーム 2001/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2002年度 総務 会議 運営諮問会議　綴（平成14年度から） 総務部総務チーム 2003/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 会議 平成18年度事務連絡会　綴 総務部総務チーム 2007/4/1 6年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 会議 平成20年度事務連絡会　綴 総務部総務チーム 2009/4/1 8年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 会議 平成21年度事務連絡会　綴 総務部総務チーム 2010/4/1 9年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 会議 平成22年度事務連絡会　綴 総務部総務チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 総務 会議 平成23年度事務連絡会　綴 企画総務部総務チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2002年度 総務 協定 地域との相互友好協力に関する綴（平成14年度から） 総務部総務チーム 2003/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2001年度 総務 行事 平成13年度入学式・卒業式関係　綴 総務部総務チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
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2002年度 総務 行事 平成14年度入学式・卒業式関係　綴 総務部総務チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2003年度 総務 行事 平成15年度入学式・卒業式関係　綴 総務部総務チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2004年度 総務 行事 平成16年度入学式・卒業式関係　綴 総務部総務チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2005年度 総務 行事 平成17年度入学式・卒業式関係　綴 総務部総務チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 行事 平成18年度入学式・卒業式関係　綴 総務部総務チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 行事 平成19年度入学式・卒業式関係　綴 総務部総務チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 行事 平成20年度入学式・卒業式関係　綴 総務部総務チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 行事 平成21年度入学式・卒業式関係　綴 総務部総務チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 行事 平成22年度入学式・卒業式関係　綴 総務部総務チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 総務 行事 平成23年度入学式・卒業式関係　綴 企画総務部総務チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1985年度 総務 選挙 学長選考関係　綴(昭和60年11月から昭和61年1月) 総務部総務チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1995年度 総務 選挙 学長選考関係　綴(平成7年9月から平成7年12月) 総務部総務チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2001年度 総務 選挙 学長選考関係　綴(平成13年7月から平成13年12月) 総務部総務チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2003年度 総務 選挙 学長選考関係　綴(平成15年6月から平成15年10月) 総務部総務チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 選挙 学長選考関係　綴(平成20年7月から平成20年12月) 総務部総務チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1989年度 総務 選挙 学長選考規程規程等改正検討委員会(平成元年1月から平成元年9月) 総務部総務チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1991年度 総務 選挙 学長選考規程規程等改正検討委員会(平成3年1月から平成3年7月) 総務部総務チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2003年度 総務 選挙 三重大学学長選考会議綴り（平成16年から） 総務部総務チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1983年度 総務 訴訟 医療訴訟関係(津地裁昭和58年(ワ)第33号)　3部 総務部総務チーム 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1989年度 総務 訴訟 医療訴訟関係(津地裁平成元年(ワ)第484号) 総務部総務チーム 1990/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1981年度 総務 訴訟 医療事故に係る争訟事件関係　綴(昭和56年3月起) 総務部総務チーム 1982/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1982年度 総務 訴訟 医療事故に係る争訟事件関係　綴(昭和57年10月起) 総務部総務チーム 1983/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1985年度 総務 訴訟 医療事故に係る争訟事件関係　綴(昭和60年4月起) 総務部総務チーム 1986/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1975年度 総務 構造承認等 附属病院関係　綴1(昭和50年9月から昭和52年1月) 総務部総務チーム 1976/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1979年度 総務 構造承認等 附属病院関係　綴2(昭和54年4月から昭和62年4月) 総務部総務チーム 1980/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1988年度 総務 構造承認等 附属病院関係　綴3(昭和63年3月から平成3年3月) 総務部総務チーム 1989/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1991年度 総務 構造承認等 附属病院関係　綴4(平成3年4月から平成5年3月) 総務部総務チーム 1992/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1993年度 総務 構造承認等 附属病院関係　綴(平成5年から平成9年) 総務部総務チーム 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1998年度 総務 構造承認等 附属病院関係　綴(平成10年から平成11年9月) 総務部総務チーム 1999/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1999年度 総務 構造承認等 附属病院関係　綴(平成11年10月から) 総務部総務チーム 2000/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2002年度 総務 構造承認等 附属病院関係　綴(平成14年度から) 総務部総務チーム 2003/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2002年度 総務 感謝状 感謝状関係　綴(平成14年度から) 総務部総務チーム 2003/4/1 完了後10年 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2002年度 総務 実地視察 視学委員に関する綴（平成14年度から） 総務部総務チーム 2003/4/1 完了後10年 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2001年度 総務 実地視察 工学視学委員の実地視察（平成13年12月7日） 総務部総務チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2002年度 総務 実地視察 医学視学委員の実地視察（平成14年11月8日） 総務部総務チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1989年度 総務 大学標章等 大学標章・シンボルマーク関係（平成元年から） 総務部総務チーム 1990/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 通知・調査報告 平成18年度文部科学省関係　綴 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 通知・調査報告 平成19年度文部科学省関係　綴 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 通知・調査報告 平成20年度文部科学省関係　綴 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 通知・調査報告 平成21年度文部科学省関係　綴 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 通知・調査報告 平成22年度文部科学省関係　綴 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 総務 通知・調査報告 平成23年度文部科学省関係　綴 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間等 平成18年出勤簿 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間等 平成19年出勤簿 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間等 平成20年出勤簿 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 勤務時間等 平成21年出勤簿 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間等 平成22年出勤簿 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間等 平成23年出勤簿 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間等 平成18年休暇簿 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間等 平成19年休暇簿 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間等 平成20年休暇簿 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄

5 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2009年度 総務 勤務時間等 平成21年休暇簿 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間等 平成22年休暇簿 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間等 平成23年休暇簿 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間等 平成18年度超過勤務命令簿 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間等 平成19年度超過勤務命令簿 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間等 平成20年度超過勤務命令簿 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 勤務時間等 平成21年度超過勤務命令簿 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間等 平成22年度超過勤務命令簿 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間等 平成23年度超過勤務命令簿 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 出張 平成18年度出張命令、依頼関係　綴 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 出張 平成18年度復命書　綴 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 総務 物品管理 平成18年度資産台帳　綴 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 総務 物品管理 平成19年度資産台帳　綴 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 総務 物品管理 平成20年度資産台帳　綴 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 総務 物品管理 平成21年度資産台帳　綴 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 総務 物品管理 平成22年度資産台帳　綴 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 秘書 懇談会 医学系出身国立大学長懇談会(平成18年度) 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 秘書 懇談会 医学系出身国立大学長懇談会(平成19年度) 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 秘書 懇談会 医学系出身国立大学長懇談会(平成20年度) 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 秘書 懇談会 医学系出身国立大学長懇談会(平成21年度) 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 秘書 懇談会 医学系出身国立大学長懇談会(平成22年度) 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 秘書 懇談会 医学系出身国立大学長懇談会(平成23年度) 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 秘書 協会 国立大学協会関係　綴(平成18年度) 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 秘書 協会 国立大学協会関係　綴(平成19年度) 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 秘書 協会 国立大学協会関係　綴(平成20年度) 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 秘書 協会 国立大学協会関係　綴(平成21年度) 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 秘書 協会 国立大学協会関係　綴(平成22年度) 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 秘書 協会 国立大学協会関係　綴(平成23年度) 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 秘書 協会 国大協　大学経営委員会（平成18年度） 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 秘書 協会 国大協　大学経営委員会（平成19年度） 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 秘書 協会 国大協　大学経営委員会（平成20年度） 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 秘書 協会 国大協　大学経営委員会（平成21年度） 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 秘書 協会 国大協　事業実施委員会（平成22年度） 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 秘書 協会 国大協　事業実施委員会（平成23年度） 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 秘書 協会 国大協　東海・北陸地区支部会議（平成18年度） 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 秘書 協会 国大協　東海・北陸地区支部会議（平成19年度） 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 秘書 協会 国大協　東海・北陸地区支部会議（平成20年度） 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 秘書 協会 国大協　東海・北陸地区支部会議（平成21年度） 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 秘書 協会 国大協　東海・北陸地区支部会議（平成22年度） 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 秘書 協会 国大協　東海・北陸地区支部会議（平成23年度） 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 秘書 依頼文 出張・講師・委員等依頼文書（平成22年度） 総務部総務チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 秘書 電報 祝電（平成22年度） 総務部総務チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 秘書 弔意 弔意関係（平成22年度） 総務部総務チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1971年度 広報 資料 三重大学一覧(保存用）昭和46年度 総務部総務チーム 1972/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1973年度 広報 資料 三重大学一覧(保存用）昭和48年度から 総務部総務チーム 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1961年度 広報 資料 三重大学概要（保存用） 総務部総務チーム 1962/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 広報 資料 平成21年度三重大学概要 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 広報 資料 平成22年度三重大学概要 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 広報 資料 平成23年度三重大学概要 企画総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 広報 資料 平成22年度新聞スクラップ 総務部総務チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 広報 資料 平成23年度新聞スクラップ 企画総務部総務チーム 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
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1970年度 広報 広報 三重大広報（保存用） 総務部総務チーム 1971/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1949年度 広報 広報 三重大学学報（保存用） 総務部総務チーム 1950/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1993年度 広報 広報 ウェーブ三重大（保存用） 総務部総務チーム 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2005年度 広報 広報 三重大Ｘ〔えっくす〕（保存用） 総務部総務チーム 2006/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2003年度 広報 広報 フラッシュニュース（保存用） 総務部総務チーム 2004/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 広報 広報 平成18年度ウェーブ三重大 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 広報 広報 平成19年度ウェーブ三重大 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 広報 広報 平成20年度ウェーブ三重大 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 広報 広報 平成21年度ウェーブ三重大 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 広報 広報 平成22年度ウェーブ三重大 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 広報 広報 平成23年度ウェーブ三重大 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 広報 公開講座 平成19年度三重大学公開講座関係 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 広報 公開講座 平成20年度三重大学公開講座関係 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 広報 公開講座 平成21年度三重大学公開講座関係 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 広報 公開講座 平成22年度三重大学公開講座関係 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 広報 公開講座 平成23年度三重大学公開講座関係 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 広報 生涯学習 平成18年度公開講座の在り方に関する調査研究フォーラム関係 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 広報 会議関係 平成18年度公開講座実施委員会関係 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 広報 会議関係 平成19年度公開講座実施委員会関係 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 広報 会議関係 平成20年度公開講座実施委員会関係 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 広報 会議関係 平成21年度公開講座実施委員会関係 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 広報 会議関係 平成22年度公開講座実施委員会関係 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 広報 会議関係 平成23年度公開講座実施委員会関係 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 広報 会議関係 平成18年度広報編集委員会関係 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 広報 会議関係 平成19年度広報編集委員会関係 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 広報 会議関係 平成20年度広報編集委員会関係 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 広報 会議関係 平成18年度広報委員会関係 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 広報 会議関係 平成19年度広報委員会関係 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 広報 会議関係 平成20年度広報委員会関係 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 広報 会議関係 平成21年度広報・情報戦略会議関係 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 広報 会議関係 平成22年度広報・情報戦略会議関係 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 広報 会議関係 平成23年度広報・情報戦略会議関係 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 広報 通知・調査報告 平成18年度他大学・他機関からの照会等文書 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 広報 通知・調査報告 平成19年度他大学・他機関からの照会等文書 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 広報 通知・調査報告 平成20年度他大学・他機関からの照会等文書 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 広報 通知・調査報告 平成21年度他大学・他機関からの照会等文書 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 広報 通知・調査報告 平成22年度他大学・他機関からの照会等文書 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 広報 通知・調査報告 平成23年度他大学・他機関からの照会等文書 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 広報 通知・調査報告 平成18年度他大学・他機関からの回答等文書 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 広報 通知・調査報告 平成19年度他大学・他機関からの回答等文書 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 広報 通知・調査報告 平成20年度他大学・他機関からの回答等文書 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 広報 通知・調査報告 平成21年度他大学・他機関からの回答等文書 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 広報 通知・調査報告 平成22年度他大学・他機関からの回答等文書 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 広報 通知・調査報告 平成23年度他大学・他機関からの回答等文書 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1998年度 文書 文書処理 平成10年度文書処理簿 総務部総務チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
1999年度 文書 文書処理 平成11年度文書処理簿 総務部総務チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2000年度 文書 文書処理 平成12年度文書処理簿 総務部総務チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2001年度 文書 文書処理 平成13年度文書処理簿 総務部総務チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2002年度 文書 文書処理 平成14年度文書処理簿 総務部総務チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2003年度 文書 文書処理 平成15年度文書処理簿 総務部総務チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2004年度 文書 文書処理 平成16年度文書処理簿 総務部総務チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
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2005年度 文書 文書処理 平成17年度文書処理簿 総務部総務チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 文書 文書処理 平成18年度文書処理簿 総務部総務チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 文書 文書処理 平成19年度文書処理簿 総務部総務チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 文書 文書処理 平成20年度文書処理簿 総務部総務チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 文書 文書処理 平成21年度文書処理簿 総務部総務チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 文書 文書処理 平成22年度文書処理簿 総務部総務チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 文書 文書処理 平成23年度文書処理簿 企画総務部総務チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 文書 文書処理 平成18年度郵便物発送簿 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 文書 文書処理 平成19年度郵便物発送簿 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 文書 文書処理 平成20年度郵便物発送簿 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 文書 文書処理 平成21年度郵便物発送簿 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 文書 文書処理 平成22年度郵便物発送簿 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 文書 文書処理 平成23年度郵便物発送簿 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 文書 文書処理 平成18年度郵便料金計器計示額報告書（控） 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 文書 文書処理 平成19年度郵便料金計器計示額報告書（控） 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 文書 文書処理 平成20年度郵便料金計器計示額報告書（控） 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 文書 文書処理 平成21年度郵便料金計器計示額報告書（控） 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 文書 文書処理 平成22年度郵便料金計器計示額報告書（控） 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 文書 文書処理 平成23年度郵便料金計器計示額報告書（控） 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 文書 文書処理 平成18年度後納郵便料内訳表（控） 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 文書 文書処理 平成19年度後納郵便料内訳表（控） 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 文書 文書処理 平成20年度後納郵便料内訳表（控） 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 文書 文書処理 平成21年度後納郵便料内訳表（控） 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 文書 文書処理 平成22年度後納郵便料内訳表（控） 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 文書 文書処理 平成23年度後納郵便料内訳表（控） 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 文書 電報 平成22年度電報発信簿 総務部総務チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1949年度 文書 公印 公印簿（作成・改刻・廃止等）関係 総務部総務チーム 1950/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 文書 公印 平成18年度公印使用簿 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 文書 公印 平成19年度公印使用簿 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 文書 公印 平成20年度公印使用簿 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 文書 公印 平成21年度公印使用簿 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 文書 公印 平成22年度公印使用簿 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 文書 公印 平成23年度公印使用簿 企画総務部総務チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
1956年度 文書 資料 職員録（保存用） 総務部総務チーム 1957/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 文書 情報公開・個人情報 平成18年度開示請求関係綴 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 文書 情報公開・個人情報 平成19年度開示請求関係綴 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 文書 情報公開・個人情報 平成20年度開示請求関係綴 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 文書 情報公開・個人情報 平成21年度開示請求関係綴 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 文書 情報公開 平成18年度情報公開関係文書綴 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 文書 個人情報 平成18年度個人情報保護関係文書綴 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 文書 情報公開・個人情報 平成18年度情報開示整理番号簿 総務部総務チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2007年度 文書 情報公開・個人情報 平成19年度情報開示整理番号簿 総務部総務チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2008年度 文書 情報公開・個人情報 平成20年度情報開示整理番号簿 総務部総務チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2009年度 文書 情報公開・個人情報 平成21年度情報開示整理番号簿 総務部総務チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 文書 情報公開・個人情報 平成22年度情報開示整理番号簿 総務部総務チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 文書 法人文書ファイル管理 法人文書ファイル管理簿 総務部総務チーム 2011/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2010年度 文書 個人情報 個人情報ファイル簿 総務部総務チーム 2011/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 秘書 電報 祝電（平成23年度） 企画総務部総務チーム 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2011年度 秘書 弔意 弔意関係（平成23年度） 企画総務部総務チーム 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部総務課長 廃棄
2006年度 企画 調査・統計等 平成18年度全国大学一覧 三重大学総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 企画 調査・統計等 平成19年度全国大学一覧 三重大学総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
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2008年度 企画 調査・統計等 平成20年度全国大学一覧 三重大学総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 企画 調査・統計等 平成21年度全国大学一覧 三重大学総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 企画 調査・統計等 平成22年度全国大学一覧 三重大学総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 企画 調査・統計等 平成23年度全国大学一覧 企画総務部企画チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2001年度 企画 調査・統計等 平成13年度大学における教育内容の改革状況調査 三重大学総務部企画チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2002年度 企画 調査・統計等 平成14年度大学における教育内容の改革状況調査 三重大学総務部企画チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2003年度 企画 調査・統計等 平成15年度大学における教育内容の改革状況調査 三重大学総務部企画チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2004年度 企画 調査・統計等 平成16年度大学における教育内容の改革状況調査 三重大学総務部企画チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2005年度 企画 調査・統計等 平成17年度大学における教育内容の改革状況調査 三重大学総務部企画チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 企画 調査・統計等 平成18年度大学における教育内容の改革状況調査 三重大学総務部企画チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 企画 調査・統計等 平成19年度大学における教育内容の改革状況調査 三重大学総務部企画チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 企画 調査・統計等 平成20年度大学における教育内容の改革状況調査 三重大学総務部企画チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 企画 調査・統計等 平成21年度大学における教育内容の改革状況調査 三重大学総務部企画チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 企画 調査・統計等 平成22年度大学における教育内容の改革状況調査 三重大学総務部企画チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 企画 調査・統計等 平成18年度学校基本調査 三重大学総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 企画 調査・統計等 平成19年度学校基本調査 三重大学総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 企画 調査・統計等 平成20年度学校基本調査 三重大学総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 企画 調査・統計等 平成21年度学校基本調査 三重大学総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 企画 調査・統計等 平成22年度学校基本調査 三重大学総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 企画 調査・統計等 平成23年度学校基本調査 企画総務部企画チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 企画 調査・統計等 平成18年度科学技術研究調査 三重大学総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 企画 調査・統計等 平成19年度科学技術研究調査 三重大学総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 企画 調査・統計等 平成20年度科学技術研究調査 三重大学総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 企画 調査・統計等 平成21年度科学技術研究調査 三重大学総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 企画 調査・統計等 平成22年度科学技術研究調査 三重大学総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 企画 調査・統計等 平成23年度科学技術研究調査 企画総務部企画チーム 2012/4/1 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 企画 調査・統計等 平成19年度学校教員統計調査 三重大学総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 企画 調査・統計等 平成22年度学校教員統計調査 三重大学総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 企画 服務・勤務時間 平成18年出勤簿 三重大学総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 企画 服務・勤務時間 平成19年出勤簿 三重大学総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 企画 服務・勤務時間 平成20年出勤簿 三重大学総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 企画 服務・勤務時間 平成21年出勤簿 三重大学総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 企画 服務・勤務時間 平成22年出勤簿 三重大学総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 企画 服務・勤務時間 平成23年出勤簿 企画総務部企画チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 企画 服務・勤務時間 平成18年休暇簿 三重大学総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 企画 服務・勤務時間 平成19年休暇簿 三重大学総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 企画 服務・勤務時間 平成20年休暇簿 三重大学総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 企画 服務・勤務時間 平成21年休暇簿 三重大学総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 企画 服務・勤務時間 平成22年休暇簿 三重大学総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 企画 服務・勤務時間 平成23年休暇簿 企画総務部企画チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 企画 服務・勤務時間 平成18年度勤務時間報告書・超過勤務等命令簿 三重大学総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 企画 服務・勤務時間 平成19年度勤務時間報告書・超過勤務等命令簿 三重大学総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 企画 服務・勤務時間 平成20年度勤務時間報告書・超過勤務等命令簿 三重大学総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 企画 服務・勤務時間 平成21年度勤務時間報告書・超過勤務等命令簿 三重大学総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 企画 服務・勤務時間 平成22年度勤務時間報告書・超過勤務等命令簿 三重大学総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 企画 服務・勤務時間 平成23年度勤務時間報告書・超過勤務等命令簿 企画総務部企画チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 企画 服務・勤務時間 平成18年度勤務時間報告書 三重大学総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 企画 服務・勤務時間 平成19年度勤務時間報告書 三重大学総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 企画 服務・勤務時間 平成20年度勤務時間報告書 三重大学総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 企画 服務・勤務時間 平成21年度勤務時間報告書 三重大学総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 企画 服務・勤務時間 平成22年度勤務時間報告書 総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
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2011年度 企画 服務・勤務時間 平成23年度勤務時間報告書 企画総務部企画チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 企画 委員会 平成23年度三重大学将来計画委員会 企画総務部企画チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 学事・法規 コンプライアンス 平成19年度～21年度コンプライアンス関係 総務部企画チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 学事・法規 コンプライアンス 平成22年度コンプライアンス関係 総務部企画チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1994年度 学事・法規 裁判関係 医療事故に係る訴訟事件等関係 総務部企画チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1974年度 学事・法規 保健助産婦看護学校認定申請 保健助産婦看護学校認定申請書 総務部企画チーム 1975/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1977年度 学事・法規 各種国家試験認定申請 各種国家試験認定申請書 総務部企画チーム 1978/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 学事・法規 各種講習会・協議会関係 平成18年度学校図書館司書教諭講習 総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 学事・法規 各種講習会・協議会関係 平成19年度学校図書館司書教諭講習 総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 学事・法規 各種講習会・協議会関係 平成20年度学校図書館司書教諭講習 総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 学事・法規 各種講習会・協議会関係 平成21年度学校図書館司書教諭講習 総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 学事・法規 各種講習会・協議会関係 平成22年度学校図書館司書教諭講習 総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 学事・法規 調査・統計等 平成18年度指定学校概況 総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 学事・法規 調査・統計等 平成19年度指定学校概況 総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 学事・法規 調査・統計等 平成20年度指定学校概況 総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 学事・法規 調査・統計等 平成21年度指定学校概況 総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 学事・法規 調査・統計等 平成22年度指定学校概況 総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 学事・法規 調査・統計等 平成17年度大学院活動状況調査 総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 学事・法規 調査・統計等 平成18年度大学院活動状況調査 総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 学事・法規 調査・統計等 平成19年度大学院活動状況調査 総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 学事・法規 調査・統計等 平成20年度大学院活動状況調査 総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 学事・法規 調査・統計等 平成21年度大学院活動状況調査 総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1973年度 学事・法規 規程 三重大学規則集 総務部企画チーム 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2005年度 学事・法規 規程 三重大学規則集 総務部企画チーム 2006/4/1 常用 － 電子媒体 文書管理サーバー 企画総務部企画課長 廃棄
1949年度 学事・法規 規程 学則等制定・改廃書類 総務部企画チーム 1950/4/1 常用 － 紙 倉庫 企画総務部企画課長 廃棄
1947年度 学事・法規 大学等設置申請 大学設置計画書関係 総務部企画チーム 1948/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1987年度 学事・法規 大学等設置申請 短期大学設置計画書 総務部企画チーム 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1965年度 学事・法規 大学等設置申請 大学院設置計画書 総務部企画チーム 1966/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2001年度 学事・法規 大学院等の設置に係る履行状況報告書 大学院等の設置に係る履行状況報告書（医科学専攻、物理工学専攻）平成3年 総務部企画チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2002年度 学事・法規 大学院等の設置に係る履行状況報告書 大学院等の設置に係る履行状況報告書（医科学専攻、物理工学専攻）平成4年 総務部企画チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2003年度 学事・法規 大学院等の設置に係る履行状況報告書 大学院等の設置に係る履行状況報告書（看護学専攻）平成15年 総務部企画チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 学事・法規 大学院等の設置に係る履行状況報告書 大学院等の設置に係る履行状況報告書（地域イノベーション学研究科）平成20年 総務部企画チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1980年度 学事・法規 学科設置、学生定員変更等に関する書類 学科設置、学生定員変更等に関する書類 総務部企画チーム 1981/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1993年度 学事・法規 学科長の指定・廃止申請 学科長の指定・廃止申請書 総務部企画チーム 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1973年度 学事・法規 教職員免許の課程認定申請 教職員免許の課程認定申請書 総務部企画チーム 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 学事・法規 各種講習会・協議会関係 平成18年度教員免許認定講習 総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 学事・法規 各種講習会・協議会関係 平成19年度教員免許認定講習 総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 学事・法規 各種講習会・協議会関係 平成20年度教員免許認定講習 総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 学事・法規 各種講習会・協議会関係 平成21年度教員免許認定講習 総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 学事・法規 各種講習会・協議会関係 平成22年度教員免許認定講習 総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1995年度 学事・法規 組織の廃止転換・再編成教育善等に係る検討状況 組織の廃止転換再編成、教育研究体制の改善等に係る検討状況関係 総務部企画チーム 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1995年度 学事・法規 組織の廃止転換・再編成教育善等に係る検討状況 事務組織の見直しに係る検討状況 総務部企画チーム 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1995年度 学事・法規 組織の廃止転換・再編成教育善等に係る検討状況 臨時増募の解消計画 総務部企画チーム 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1995年度 学事・法規 組織の廃止転換・再編成教育善等に係る検討状況 部局別定員・現員状況 総務部企画チーム 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1978年度 学事・法規 講座・学科目 講座及び学科目等の教員定員調 総務部企画チーム 1979/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1982年度 学事・法規 講座・学科目 大学院の組織編成 総務部企画チーム 1983/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1993年度 学事・法規 講座・学科目 大学院関係資料 総務部企画チーム 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2005年度 評価分析 協会 大学基準協会関係　綴(平成17年度から平成　　年度) 総務部企画チーム 2006/4/1 完了後5年 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 評価分析 会議 平成18年度評価委員会 総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 評価分析 会議 平成19年度評価委員会 総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 評価分析 会議 平成20年度評価委員会 総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
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2009年度 評価分析 会議 平成21年度評価委員会 総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 評価分析 会議 平成22年度評価委員会 総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 評価分析 会議 平成23年度評価委員会 企画総務部企画チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 評価分析 会議 平成21年度評価専門委員会 総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 評価分析 会議 平成22年度評価専門委員会 総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 評価分析 会議 平成23年度評価専門委員会 企画総務部企画チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1993年度 評価分析 自己点検・評価 評価報告書冊子（保存用） 総務部企画チーム 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2004年度 評価分析 目標チャレンジ ワークショップ（平成16年度～） 総務部企画チーム 2005/4/1 完了後5年 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2004年度 評価分析 目標チャレンジ 業務改善活動（平成16年度～） 総務部企画チーム 2005/4/1 完了後5年 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2004年度 評価分析 認証評価 評価DB関係（平成16年度～） 総務部企画チーム 2005/4/1 完了後5年 － 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 評価分析 法人評価 中期目標・中期計画（平成19年度） 総務部企画チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 評価分析 法人評価 中期目標・中期計画（平成20年度） 総務部企画チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 評価分析 法人評価 中期目標・中期計画（平成21年度） 総務部企画チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 評価分析 法人評価 中期目標・中期計画（平成22年度） 総務部企画チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 評価分析 法人評価 中期目標・中期計画（平成23年度） 企画総務部企画チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 評価分析 法人評価 年度計画（平成18年度） 総務部企画チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 評価分析 法人評価 年度計画（平成19年度） 総務部企画チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 評価分析 法人評価 年度計画（平成20年度） 総務部企画チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 評価分析 法人評価 年度計画（平成21年度） 総務部企画チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 評価分析 法人評価 年度計画（平成22年度） 総務部企画チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 評価分析 法人評価 年度計画（平成23年度） 企画総務部企画チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 評価分析 法人評価 部局の年度計画・実績報告（平成18年度） 総務部企画チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 評価分析 法人評価 部局の年度計画・実績報告（平成19年度） 総務部企画チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 評価分析 法人評価 部局の年度計画・実績報告（平成20年度） 総務部企画チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 評価分析 法人評価 部局の年度計画・実績報告（平成21年度） 総務部企画チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 評価分析 法人評価 部局の年度計画・実績報告（平成22年度） 総務部企画チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 評価分析 法人評価 部局の年度計画・実績報告（平成23年度） 企画総務部企画チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2006年度 評価分析 法人評価 文部科学省関係（平成18年度） 総務部企画チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2007年度 評価分析 法人評価 文部科学省関係（平成19年度） 総務部企画チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2008年度 評価分析 法人評価 文部科学省関係（平成20年度） 総務部企画チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2009年度 評価分析 法人評価 文部科学省関係（平成21年度） 総務部企画チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 評価分析 法人評価 文部科学省関係（平成22年度） 総務部企画チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 評価分析 法人評価 文部科学省関係（平成23年度） 企画総務部企画チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2010年度 企画 申請書 教育関係共同利用拠点申請書 総務部企画チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
2011年度 企画 協定書 東海地区国立大学法人の事務連携・学長懇談会について 企画総務部企画チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部企画課長 廃棄
1981年度 人事 任免・分限 昭和56年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1982年度 人事 任免・分限 昭和57年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1983年度 人事 任免・分限 昭和58年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1984年度 人事 任免・分限 昭和59年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1985年度 人事 任免・分限 昭和60年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事 任免・分限 昭和61年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1987年度 人事 任免・分限 昭和62年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1988年度 人事 任免・分限 昭和63年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1989年度 人事 任免・分限 平成元年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1990年度 人事 任免・分限 平成2年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事 任免・分限 平成3年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1992年度 人事 任免・分限 平成4年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事 任免・分限 平成5年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1994年度 人事 任免・分限 平成6年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1995年度 人事 任免・分限 平成7年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事 任免・分限 平成8年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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1997年度 人事 任免・分限 平成9年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1998年度 人事 任免・分限 平成10年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1999年度 人事 任免・分限 平成11年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2000年度 人事 任免・分限 平成12年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免・分限 平成13年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免・分限 平成14年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免・分限 平成15年度任免関係（事務系） 総務部人事課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度人事関係（事務系） 総務部人事課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度人事関係（事務系） 総務部人事課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度人事関係（事務系） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度人事関係（事務系） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度人事関係（事務系） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度人事関係（事務系） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度人事関係（事務系） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度人事関係（事務系） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事 任免・分限 昭和56年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1982年度 人事 任免・分限 昭和57年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1983年度 人事 任免・分限 昭和58年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1984年度 人事 任免・分限 昭和59年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1985年度 人事 任免・分限 昭和60年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事 任免・分限 昭和61年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1987年度 人事 任免・分限 昭和62年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1988年度 人事 任免・分限 昭和63年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1989年度 人事 任免・分限 平成元年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1990年度 人事 任免・分限 平成2年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事 任免・分限 平成3年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1992年度 人事 任免・分限 平成4年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事 任免・分限 平成5年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1994年度 人事 任免・分限 平成6年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1995年度 人事 任免・分限 平成7年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事 任免・分限 平成8年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1997年度 人事 任免・分限 平成9年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1998年度 人事 任免・分限 平成10年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1999年度 人事 任免・分限 平成11年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2000年度 人事 任免・分限 平成12年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免・分限 平成13年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免・分限 平成14年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免・分限 平成15年度任免関係（教官） 総務部人事課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度人事関係（教員） 総務部人事課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度人事関係（教員） 総務部人事課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度人事関係（教員） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度人事関係（教員） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度人事関係（教員） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度人事関係（教員） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度人事関係（教員） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度人事関係（教員） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事 任免・分限 昭和56年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1982年度 人事 任免・分限 昭和57年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1983年度 人事 任免・分限 昭和58年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1984年度 人事 任免・分限 昭和59年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1985年度 人事 任免・分限 昭和60年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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1986年度 人事 任免・分限 昭和61年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1987年度 人事 任免・分限 昭和62年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1988年度 人事 任免・分限 昭和63年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1989年度 人事 任免・分限 平成元年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1990年度 人事 任免・分限 平成2年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事 任免・分限 平成3年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1992年度 人事 任免・分限 平成4年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事 任免・分限 平成5年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1994年度 人事 任免・分限 平成6年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1995年度 人事 任免・分限 平成7年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事 任免・分限 平成8年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1997年度 人事 任免・分限 平成9年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1998年度 人事 任免・分限 平成10年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1999年度 人事 任免・分限 平成11年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2000年度 人事 任免・分限 平成12年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免・分限 平成13年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免・分限 平成14年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免・分限 平成15年度併任関係（上申を含む） 総務部人事課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度人事関係（部局長等） 総務部人事課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度人事関係（部局長等） 総務部人事課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度人事関係（部局長等） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度人事関係（部局長等） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度人事関係（部局長等） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度人事関係（部局長等） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度人事関係（部局長等） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度人事関係（部局長等） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事 任免・分限 昭和56年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1982年度 人事 任免・分限 昭和57年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1983年度 人事 任免・分限 昭和58年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1984年度 人事 任免・分限 昭和59年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1985年度 人事 任免・分限 昭和60年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事 任免・分限 昭和61年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1987年度 人事 任免・分限 昭和62年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1988年度 人事 任免・分限 昭和63年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1989年度 人事 任免・分限 平成元年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1990年度 人事 任免・分限 平成2年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事 任免・分限 平成3年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1992年度 人事 任免・分限 平成4年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事 任免・分限 平成5年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1994年度 人事 任免・分限 平成6年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1995年度 人事 任免・分限 平成7年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事 任免・分限 平成8年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1997年度 人事 任免・分限 平成9年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1998年度 人事 任免・分限 平成10年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1999年度 人事 任免・分限 平成11年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2000年度 人事 任免・分限 平成12年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免・分限 平成13年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免・分限 平成14年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免・分限 平成15年度上申関係（併任関係以外。事務系・教官） 総務部人事課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度人事関係（役員関係） 総務部人事課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度人事関係（役員関係） 総務部人事課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2006年度 人事 人事 平成18年度人事関係（役員関係） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度人事関係（役員関係） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度人事関係（役員関係） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度人事関係（役員関係） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度人事関係（役員関係） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度人事関係（役員関係） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度非常勤職員関係（日々雇用職員） 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度非常勤職員関係（日々雇用職員） 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度非常勤職員関係（日々雇用職員） 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度非常勤職員関係（フルタイム職員） 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度非常勤職員関係（フルタイム職員） 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度非常勤職員関係（フルタイム職員） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度非常勤職員関係（フルタイム職員） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度非常勤職員関係（フルタイム職員） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度非常勤職員関係（フルタイム職員） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度非常勤職員関係（フルタイム職員） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度非常勤職員関係（フルタイム職員） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度非常勤職員関係（日々雇用職員以外） 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度非常勤職員関係（日々雇用職員以外） 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度非常勤職員関係（日々雇用職員以外） 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度非常勤職員関係（フルタイム職員以外） 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度非常勤職員関係（フルタイム職員以外） 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度非常勤職員関係（フルタイム職員以外） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度非常勤職員関係（フルタイム職員以外） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度非常勤職員関係（フルタイム職員以外） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度非常勤職員関係（フルタイム職員以外） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度非常勤職員関係（フルタイム職員以外） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度非常勤職員関係（フルタイム職員以外） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度非常勤職員関係（医員・医員（研修医）報告関係） 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度非常勤職員関係（医員・医員（研修医）報告関係） 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度非常勤職員関係（医員・医員（研修医）報告関係） 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度非常勤職員関係（医員・医員（研修医）報告関係） 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度非常勤職員関係（医員・医員（研修医）報告関係） 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度非常勤職員関係（医員・医員（研修医）報告関係） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度非常勤職員関係（医員・医員（研修医）報告関係） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度非常勤職員関係（医員・医員（研修医）報告関係） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度非常勤職員関係（医員・医員（研修医）報告関係） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度非常勤職員関係（医員・医員（研修医）報告関係） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度非常勤職員関係（医員・医員（研修医）報告関係） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度非常勤職員関係（ＴＡ報告関係） 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度非常勤職員関係（ＴＡ報告関係） 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度非常勤職員関係（ＴＡ報告関係） 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度非常勤職員関係（ＴＡ報告関係） 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度非常勤職員関係（ＴＡ報告関係） 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度非常勤職員関係（ＴＡ報告関係） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度非常勤職員関係（ＴＡ報告関係） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度非常勤職員関係（ＴＡ報告関係） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度非常勤職員関係（ＴＡ報告関係） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度非常勤職員関係（ＴＡ報告関係） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度非常勤職員関係（ＴＡ報告関係） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度非常勤職員関係（研究員等） 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄

14 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2002年度 人事 任免 平成14年度非常勤職員関係（研究員等） 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度非常勤職員関係（研究員等） 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度非常勤職員関係（研究員等） 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度非常勤職員関係（研究員等） 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度非常勤職員関係（研究員等） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度非常勤職員関係（研究員等） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度非常勤職員関係（研究員等） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度非常勤職員関係（研究員等） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度非常勤職員関係（研究員等） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度非常勤職員関係（研究員等） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度非常勤講師関係 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度非常勤講師関係 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度非常勤講師関係 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度非常勤講師関係 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度非常勤講師関係 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度非常勤講師関係 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度非常勤講師関係 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度非常勤講師関係 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度非常勤講師関係 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度非常勤講師関係 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度非常勤講師関係 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事 任免 昭和56年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1982年度 人事 任免 昭和57年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1983年度 人事 任免 昭和58年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1984年度 人事 任免 昭和59年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1985年度 人事 任免 昭和60年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事 任免 昭和61年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1987年度 人事 任免 昭和62年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1988年度 人事 任免 昭和63年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1989年度 人事 任免 平成元年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1990年度 人事 任免 平成2年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事 任免 平成3年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1992年度 人事 任免 平成4年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事 任免 平成5年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1994年度 人事 任免 平成6年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1995年度 人事 任免 平成7年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事 任免 平成8年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1997年度 人事 任免 平成9年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1998年度 人事 任免 平成10年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1999年度 人事 任免 平成11年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2000年度 人事 任免 平成12年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度非常勤講師名簿 総務部人事課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度非常勤講師名簿 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度非常勤講師名簿 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度非常勤講師名簿 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度非常勤講師名簿 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度非常勤講師名簿 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2011年度 人事 人事 平成23年度非常勤講師名簿 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度職員推薦関係（行（一）関係） 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度職員推薦関係（行（一）関係） 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度職員推薦関係（行（一）関係） 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度職員推薦関係（一般（一）関係） 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度職員推薦関係（一般（一）関係） 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度職員推薦関係（一般（一）関係） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度職員推薦関係（一般（一）関係） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度職員推薦関係（一般（一）関係） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度職員推薦関係（一般（一）関係） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度職員推薦関係（一般（一）関係） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度職員推薦関係（一般（一）関係） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度職員選考関係（行（一）関係） 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度職員選考関係（行（一）関係） 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度職員選考関係（行（一）関係） 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度職員選考関係（一般（一）関係） 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度職員選考関係（一般（一）関係） 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度職員選考関係（一般（一）関係） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度職員選考関係（一般（一）関係） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度職員選考関係（一般（一）関係） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度職員選考関係（一般（一）関係） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度職員選考関係（一般（一）関係） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度職員選考関係（一般（一）関係） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度公務員採用試験・採用予定数関係 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度公務員採用試験・採用予定数関係 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度公務員採用試験・採用予定数関係 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度国立大学法人等職員採用試験・採用予定数関係 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度国立大学法人等職員採用試験・採用予定数関係 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度国立大学法人等職員採用試験・採用予定数関係 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度国立大学法人等職員採用試験・採用予定数関係 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度国立大学法人等職員採用試験・採用予定数関係 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度国立大学法人等職員採用試験・採用予定数関係 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度国立大学法人等職員採用試験・採用予定数関係 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度国立大学法人等職員採用試験・採用予定数関係 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度勤務命令命免報告関係 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度勤務命令命免報告関係 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度勤務命令命免報告関係 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度勤務命令等関係 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度勤務命令等関係 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度勤務命令等関係 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度勤務命令等関係 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度勤務命令等関係 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度勤務命令等関係 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度勤務命令等関係 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度勤務命令等関係 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度各種委員会関係書類 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度各種委員会関係書類 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度各種委員会関係書類 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度各種委員会関係書類 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度各種委員会関係書類 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度各種委員会関係書類 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2007年度 人事 人事 平成19年度各種委員会関係書類 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度各種委員会関係書類 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度各種委員会関係書類 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度各種委員会関係書類 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度各種委員会関係書類 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度非常勤職員任用協議関係（年齢制限） 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度非常勤職員任用協議関係（年齢制限） 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度非常勤職員任用協議関係（年齢制限） 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事 平成16年度非常勤職員任用協議関係（年齢制限） 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事 平成17年度非常勤職員任用協議関係（年齢制限） 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度非常勤職員任用協議関係（年齢制限） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度非常勤職員任用協議関係（年齢制限） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度非常勤職員任用協議関係（年齢制限） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度非常勤職員任用協議関係（年齢制限） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度非常勤職員任用協議関係（年齢制限） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度非常勤職員任用協議関係（年齢制限） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事 平成18年度勧奨退職事務関係 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事 平成19年度勧奨退職事務関係 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事 平成20年度勧奨退職事務関係 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事 平成21年度勧奨退職事務関係 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事 平成22年度勧奨退職事務関係 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事 平成23年度勧奨退職事務関係 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 人事異動 覚書等（人事交流関係等）（平成13年度） 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 人事異動 覚書等（人事交流関係等）（平成14年度） 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 人事異動 覚書等（人事交流関係等）（平成15年度） 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事異動 覚書等（人事交流関係等）（平成16年度） 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事異動 覚書等（人事交流関係等）（平成17年度） 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事異動 覚書等（人事交流関係等）（平成18年度） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事異動 覚書等（人事交流関係等）（平成19年度） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事異動 覚書等（人事交流関係等）（平成20年度） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事異動 覚書等（人事交流関係等）（平成21年度） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事異動 覚書等（人事交流関係等）（平成22年度） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事異動 覚書等（人事交流関係等）（平成23年度） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 人事異動 平成14年度人事関係事項の説明聴取関係（平成13年度） 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 人事異動 平成15年度人事関係事項の説明聴取関係（平成14年度） 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 人事異動 平成16年度人事関係事項の説明聴取関係（平成15年度） 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事異動 平成17年度人事関係事項の説明聴取関係（平成16年度） 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事異動 平成18年度人事関係事項の説明聴取関係（平成17年度） 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事異動 平成19年度人事関係事項の説明聴取関係（平成18年度） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事異動 平成20年度人事関係事項の説明聴取関係（平成19年度） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事異動 平成21年度人事関係事項の説明聴取関係（平成20年度） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事異動 平成22年度人事関係事項の説明聴取関係（平成21年度） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事異動 平成23年度人事関係事項の説明聴取関係（平成22年度） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事異動 平成23年度人事関係事項の説明聴取関係（平成23年度） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事異動 平成18年度転任希望調査関係 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事異動 平成19年度転任希望調査関係 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事異動 平成20年度転任希望調査関係 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事異動 平成21年度転任希望調査関係 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事異動 平成22年度転任希望調査関係 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事異動 平成23年度転任希望調査関係 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事異動 平成20年度職員人事シート 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2009年度 人事 人事異動 平成21年度職員人事シート 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事異動 平成22年度職員人事シート 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事異動 平成23年度職員人事シート 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事 定員管理 昭和56年度定員関係 総務部人事課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1982年度 人事 定員管理 昭和57年度定員関係 総務部人事課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1983年度 人事 定員管理 昭和58年度定員関係 総務部人事課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1984年度 人事 定員管理 昭和59年度定員関係 総務部人事課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1985年度 人事 定員管理 昭和60年度定員関係 総務部人事課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事 定員管理 昭和61年度定員関係 総務部人事課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1987年度 人事 定員管理 昭和62年度定員関係 総務部人事課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1988年度 人事 定員管理 昭和63年度定員関係 総務部人事課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1989年度 人事 定員管理 平成元年度定員関係 総務部人事課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1990年度 人事 定員管理 平成2年度定員関係 総務部人事課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事 定員管理 平成3年度定員関係 総務部人事課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1992年度 人事 定員管理 平成4年度定員関係 総務部人事課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事 定員管理 平成5年度定員関係 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1994年度 人事 定員管理 平成6年度定員関係 総務部人事課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1995年度 人事 定員管理 平成7年度定員関係 総務部人事課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事 定員管理 平成8年度定員関係 総務部人事課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1997年度 人事 定員管理 平成9年度定員関係 総務部人事課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1998年度 人事 定員管理 平成10年度定員関係 総務部人事課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1999年度 人事 定員管理 平成11年度定員関係 総務部人事課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2000年度 人事 定員管理 平成12年度定員関係 総務部人事課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 定員管理 平成13年度定員関係 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 定員管理 平成14年度定員関係 総務部人事課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 定員管理 平成15年度定員関係 総務部人事課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 定員管理 平成13年度人員状況表 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 定員管理 平成14年度人員状況表 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 定員管理 平成15年度人員状況表 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事管理 平成16年度人員状況表 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事管理 平成17年度人員状況表 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事管理 平成18年度人員状況表 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事管理 平成19年度人員状況表 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事管理 平成20年度人員状況表 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事管理 平成21年度人員状況表 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事管理 平成22年度人員状況表 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事管理 平成23年度人員状況表 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事 職制定数 昭和56年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1982年度 人事 職制定数 昭和57年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1983年度 人事 職制定数 昭和58年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1984年度 人事 職制定数 昭和59年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1985年度 人事 職制定数 昭和60年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事 職制定数 昭和61年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1987年度 人事 職制定数 昭和62年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1988年度 人事 職制定数 昭和63年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1989年度 人事 職制定数 平成元年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1990年度 人事 職制定数 平成2年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事 職制定数 平成3年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1992年度 人事 職制定数 平成4年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事 職制定数 平成5年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1994年度 人事 職制定数 平成6年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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1995年度 人事 職制定数 平成7年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事 職制定数 平成8年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1997年度 人事 職制定数 平成9年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1998年度 人事 職制定数 平成10年度職制定数関係 総務部人事課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1999年度 人事 職制定数 平成11年度職制定数関係 総務部人事課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2000年度 人事 職制定数 平成12年度職制定数関係 総務部人事課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 職制定数 平成13年度職制定数関係 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 職制定数 平成14年度職制定数関係 総務部人事課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 職制定数 平成15年度職制定数関係 総務部人事課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事 客員教授 平成3年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1992年度 人事 客員教授 平成4年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事 客員教授 平成5年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1994年度 人事 客員教授 平成6年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1995年度 人事 客員教授 平成7年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事 客員教授 平成8年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1997年度 人事 客員教授 平成9年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1998年度 人事 客員教授 平成10年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1999年度 人事 客員教授 平成11年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2000年度 人事 客員教授 平成12年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 客員教授 平成13年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 客員教授 平成14年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 客員教授 平成15年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 客員教授 平成16年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 客員教授 平成17年度客員教授の称号付与関係 総務部人事課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 客員教授 平成18年度客員教授の称号付与関係 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 客員教授 平成19年度客員教授の称号付与関係 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 客員教授 平成20年度客員教授の称号付与関係 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 客員教授 平成21年度客員教授の称号付与関係 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 客員教授 平成22年度客員教授の称号付与関係 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 客員教授 平成23年度客員教授の称号付与関係 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事 外国人教師 昭和56年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1982年度 人事 外国人教師 昭和57年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1983年度 人事 外国人教師 昭和58年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1984年度 人事 外国人教師 昭和59年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1985年度 人事 外国人教師 昭和60年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事 外国人教師 昭和61年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1987年度 人事 外国人教師 昭和62年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1988年度 人事 外国人教師 昭和63年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1989年度 人事 外国人教師 平成元年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1990年度 人事 外国人教師 平成2年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事 外国人教師 平成3年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1992年度 人事 外国人教師 平成4年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事 外国人教師 平成5年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1994年度 人事 外国人教師 平成6年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1995年度 人事 外国人教師 平成7年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事 外国人教師 平成8年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1997年度 人事 外国人教師 平成9年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1998年度 人事 外国人教師 平成10年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1999年度 人事 外国人教師 平成11年度外国人教師・講師関係 総務部人事課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2000年度 人事 外国人教師 平成12年度外国人教師・講師・研究員等関係 総務部人事課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 外国人教師 平成13年度外国人教師・講師・研究員等関係 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2002年度 人事 外国人教師 平成14年度外国人教師・講師・研究員等関係 総務部人事課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 外国人教師 平成15年度外国人教師・講師・研究員等関係 総務部人事課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 外国人教師 平成16年度外国人教師・講師・研究員等関係 総務部人事課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 外国人教師 平成17年度外国人教師・講師・研究員等関係 総務部人事課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 外国人教師 平成18年度外国人教師・講師・研究員等関係 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 外国人教師 平成19年度外国人教師・講師・研究員等関係 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 外国人教師 平成20年度外国人教師・講師・研究員等関係 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 外国人教師 平成21年度外国人教師・講師・研究員等関係 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 外国人教師 平成22年度外国人教師・講師・研究員等関係 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 外国人教師 平成23年度外国人教師・講師・研究員等関係 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1966年度 人事 人事記録 人事記録 総務部人事課人事係 1967/4/1 常用 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 人事記録 平成13年度人事記録等関係 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 人事記録 平成14年度人事記録等関係 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 人事記録 平成15年度人事記録等関係 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事記録 平成16年度人事記録等関係 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事記録 平成17年度人事記録等関係 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事記録 平成18年度人事記録等関係 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事記録 平成19年度人事記録等関係 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事記録 平成20年度人事記録等関係 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事記録 平成21年度人事記録等関係 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事記録 平成22年度人事記録等関係 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事記録 平成23年度人事記録等関係 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 人事記録 職員の旧姓使用関係（平成13年度） 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 人事記録 職員の旧姓使用関係（平成14年度） 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 人事記録 職員の旧姓使用関係（平成15年度） 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事 人事記録 職員の旧姓使用関係（平成16年度） 総務部人事課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事 人事記録 職員の旧姓使用関係（平成17年度） 総務部人事課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 人事記録 職員の旧姓使用関係（平成18年度） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 人事記録 職員の旧姓使用関係（平成19年度） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 人事記録 職員の旧姓使用関係（平成20年度） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 人事記録 職員の旧姓使用関係（平成21年度） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 人事記録 職員の旧姓使用関係（平成22年度） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 人事記録 職員の旧姓使用関係（平成23年度） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 就職 平成13年度営利企業関係 総務部人事課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事 就職 平成14年度営利企業関係 総務部人事課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事 就職 平成15年度営利企業関係 総務部人事課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 統計・調査・報告 平成18年度人事統計調査関係 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 統計・調査・報告 平成19年度人事統計調査関係 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 統計・調査・報告 平成20年度人事統計調査関係 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 統計・調査・報告 平成21年度人事統計調査関係 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 統計・調査・報告 平成22年度人事統計調査関係 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 統計・調査・報告 平成23年度人事統計調査関係 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 統計・調査・報告 平成18年度身体障害者雇用状況報告（人事統計調査） 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事 統計・調査・報告 平成19年度身体障害者雇用状況報告（人事統計調査） 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 統計・調査・報告 平成20年度身体障害者雇用状況報告（人事統計調査） 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 統計・調査・報告 平成21年度身体障害者雇用状況報告（人事統計調査） 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 統計・調査・報告 平成22年度身体障害者雇用状況報告（人事統計調査） 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 統計・調査・報告 平成23年度身体障害者雇用状況報告（人事統計調査） 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 統計・調査・報告 平成22年度毎月勤労統計調査票関係 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 統計・調査・報告 平成23年度毎月勤労統計調査票関係 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事 統計・調査・報告 平成18年度人事一般関係 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2007年度 人事 統計・調査・報告 平成19年度人事一般関係 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事 統計・調査・報告 平成20年度人事一般関係 総務部人事チーム人事担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事 統計・調査・報告 平成21年度人事一般関係 総務部人事チーム人事担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事 統計・調査・報告 平成22年度人事一般関係 総務部人事チーム人事担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事 統計・調査・報告 平成23年度人事一般関係 企画総務部人事チーム人事担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事 規程 任用関係例規等関係（昭和57年度から昭和60年度） 総務部人事課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事 規程 任用関係例規等関係（昭和61年度から平成4年度） 総務部人事課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事 規程 任用関係例規等関係（平成5年度から平成12年度） 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 規程 任用関係例規等関係（平成13年度から平成15年度） 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事 規程 非常勤職員例規等関係（平成5年度から平成12年度） 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事 規程 非常勤職員例規等関係（平成13年度から平成15年度） 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 級別定数 平成13年度級別定数関係 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 級別定数 平成14年度級別定数関係 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 級別定数 平成15年度級別定数関係 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事給与 級別定数 平成16年度級別定数関係 総務部人事課人事給与係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事給与 級別定数 平成17年度級別定数関係 総務部人事課人事給与係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 級別定数 平成18年度級別定数関係 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 級別定数 平成19年度級別定数関係 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 級別定数 平成20年度級別定数関係 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 級別定数 平成21年度級別定数関係 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 級別定数 平成22年度級別定数関係 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 級別定数 平成23年度級別定数関係 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 級別定数 平成13年度級別定数改訂資料 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 級別定数 平成14年度級別定数改訂資料 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 級別定数 平成15年度級別定数改訂資料 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 級別定数 平成13年度人事院の承認を要する職務の級等への昇格について 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 級別定数 平成14年度人事院の承認を要する職務の級等への昇格について 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 級別定数 平成15年度人事院の承認を要する職務の級等への昇格について 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事給与 級別定数 級別定数管理簿（昭和57年度から昭和60年度） 総務部人事課人事給与係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事給与 級別定数 級別定数管理簿（昭和61年度から平成2年度） 総務部人事課人事給与係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事給与 級別定数 級別定数管理簿（平成3年度から平成7年度） 総務部人事課人事給与係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 級別定数 級別定数管理簿（平成8年度から平成12年度） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 級別定数 級別定数管理簿（平成13年度から平成15年度） 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 級別定数 平成13年度医療職（三）暫定定数関係 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 級別定数 平成14年度医療職（三）暫定定数関係 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 級別定数 平成15年度医療職（三）暫定定数関係 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 級別定数 技術専門官及び技術専門職員の定数関係（平成14年度） 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事給与 級別定数 級別定数関係例規（昭和57年度から昭和60年度） 総務部人事課人事給与係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事給与 級別定数 級別定数関係例規（昭和61年度から平成2年度） 総務部人事課人事給与係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事給与 級別定数 級別定数関係例規（平成3年度から平成7年度） 総務部人事課人事給与係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 級別定数 級別定数関係例規（平成8年度から平成12年度） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 級別定数 級別定数関係例規（平成13年度） 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 級別定数 級別定数関係例規（平成14年度から） 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 給与決定 平成13年度給与関係 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 給与決定 平成14年度給与関係 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 給与決定 平成15年度給与関係 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事給与 給与決定 平成16年度給与関係 総務部人事課人事給与係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事給与 給与決定 平成17年度給与関係 総務部人事課人事給与係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 給与決定 平成18年度給与関係 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 給与決定 平成19年度給与関係 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 給与決定 平成20年度給与関係 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2009年度 人事給与 給与決定 平成21年度給与関係 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 給与決定 平成22年度給与関係 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 給与決定 平成23年度給与関係 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 給与決定 平成13年度普通昇給関係 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 給与決定 平成14年度普通昇給関係 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 給与決定 平成15年度普通昇給関係 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事給与 給与決定 平成16年度普通昇給関係 総務部人事課人事給与係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事給与 給与決定 平成17年度普通昇給関係 総務部人事課人事給与係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 給与決定 平成18年度普通昇給関係 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 給与決定 平成19年度普通昇給関係 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 給与決定 平成20年度普通昇給関係 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 給与決定 平成21年度普通昇給関係 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 給与決定 平成22年度普通昇給関係 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 給与決定 平成23年度普通昇給関係 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 給与決定 平成13年度俸給の切替関係 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 給与決定 平成14年度俸給の切替関係 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 給与決定 平成15年度俸給の切替関係 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事給与 給与決定 平成16年度俸給の切替関係 総務部人事課人事給与係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事給与 給与決定 平成17年度俸給の切替関係 総務部人事課人事給与係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 給与決定 平成18年度俸給の切替関係 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 給与決定 平成19年度俸給の切替関係 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 給与決定 平成20年度俸給の切替関係 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 給与決定 平成21年度俸給の切替関係 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 給与決定 平成22年度俸給の切替関係 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 給与決定 平成23年度俸給の切替関係 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 給与決定 平成13年度在職者調整関係 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 給与決定 平成14年度在職者調整関係 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 給与決定 平成15年度在職者調整関係 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 給与決定 平成13年度指定職俸給表関係 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 給与決定 平成14年度指定職俸給表関係 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 給与決定 平成15年度指定職俸給表関係 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事給与 給与決定 平成16年度指定職俸給表関係 総務部人事課人事給与係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事給与 給与決定 平成17年度指定職俸給表関係 総務部人事課人事給与係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 給与決定 平成18年度指定職俸給表関係 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 給与決定 平成19年度指定職俸給表関係 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 給与決定 平成20年度指定職俸給表関係 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 給与決定 平成21年度指定職俸給表関係 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 給与決定 平成22年度指定職俸給表関係 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 給与決定 平成23年度指定職俸給表関係 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 給与決定 平成13年度特別昇給関係 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 給与決定 平成14年度特別昇給関係 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 給与決定 平成15年度特別昇給関係 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事給与 給与決定 平成16年度特別昇給関係 総務部人事課人事給与係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事給与 給与決定 平成17年度特別昇給関係 総務部人事課人事給与係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 給与決定 平成18年度特別昇給関係 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 給与決定 平成19年度特別昇給関係 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 給与決定 平成20年度特別昇給関係 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 給与決定 平成21年度特別昇給関係 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 給与決定 平成22年度特別昇給関係 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 給与決定 平成23年度特別昇給関係 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 給与決定 平成13年度特別昇給（42条）関係 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2002年度 人事給与 給与決定 平成14年度特別昇給（42条）関係 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 給与決定 平成15年度特別昇給（42条）関係 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事給与 給与決定 給与関係例規（昭和57年度から昭和60年度） 総務部人事課人事給与係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事給与 給与決定 給与関係例規（昭和61年度から平成2年度） 総務部人事課人事給与係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事給与 給与決定 給与関係例規（平成3年度から平成7年度） 総務部人事課人事給与係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 給与決定 給与関係例規（平成8年度から平成12年度） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 給与決定 給与関係例規（平成13年度から） 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 俸給の調整額 平成13年度俸給の調整額（大学院を除く） 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 俸給の調整額 平成14年度俸給の調整額（大学院を除く） 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 俸給の調整額 平成15年度俸給の調整額（大学院を除く） 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事給与 俸給の調整額 平成16年度俸給の調整額（大学院を除く） 総務部人事課人事給与係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事給与 俸給の調整額 平成17年度俸給の調整額（大学院を除く） 総務部人事課人事給与係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 俸給の調整額 平成18年度俸給の調整額（大学院を除く） 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 俸給の調整額 平成19年度俸給の調整額（大学院を除く） 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 俸給の調整額 平成20年度俸給の調整額（大学院を除く） 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 俸給の調整額 平成21年度俸給の調整額（大学院を除く） 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 俸給の調整額 平成22年度俸給の調整額（大学院を除く） 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 俸給の調整額 平成23年度俸給の調整額（大学院を除く） 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 俸給の調整額 平成13年度俸給の調整額（大学院担当による） 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 俸給の調整額 平成14年度俸給の調整額（大学院担当による） 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 俸給の調整額 平成15年度俸給の調整額（大学院担当による） 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事給与 俸給の調整額 平成16年度俸給の調整額（大学院担当による） 総務部人事課人事給与係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事給与 俸給の調整額 平成17年度俸給の調整額（大学院担当による） 総務部人事課人事給与係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 俸給の調整額 平成18年度俸給の調整額（大学院担当による） 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 俸給の調整額 平成19年度俸給の調整額（大学院担当による） 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 俸給の調整額 平成20年度俸給の調整額（大学院担当による） 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 俸給の調整額 平成21年度俸給の調整額（大学院担当による） 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 俸給の調整額 平成22年度俸給の調整額（大学院担当による） 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 俸給の調整額 平成23年度俸給の調整額（大学院担当による） 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 俸給の調整額 平成13年度俸給の調整額（助手の大学院指導による） 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 俸給の調整額 平成14年度俸給の調整額（助手の大学院指導による） 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 俸給の調整額 平成15年度俸給の調整額（助手の大学院指導による） 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事給与 俸給の調整額 平成16年度俸給の調整額（助手の大学院指導による） 総務部人事課人事給与係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事給与 俸給の調整額 平成17年度俸給の調整額（助手の大学院指導による） 総務部人事課人事給与係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 俸給の調整額 平成18年度俸給の調整額（助手の大学院指導による） 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 俸給の調整額 平成19年度俸給の調整額（助手の大学院指導による） 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 俸給の調整額 平成20年度俸給の調整額（助手の大学院指導による） 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 俸給の調整額 平成21年度俸給の調整額（助手の大学院指導による） 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 俸給の調整額 平成22年度俸給の調整額（助手の大学院指導による） 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 俸給の調整額 平成23年度俸給の調整額（助手の大学院指導による） 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 俸給の調整額 平成13年度俸給の調整額（大学院授業担当状況表） 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 俸給の調整額 平成14年度俸給の調整額（大学院授業担当状況表） 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 俸給の調整額 平成15年度俸給の調整額（大学院授業担当状況表） 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 扶養手当関係 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 扶養手当関係（要件喪失分） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 住居手当関係 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 住居手当関係（要件喪失分） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 通勤手当関係 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 通勤手当関係（要件喪失分） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 単身赴任手当関係 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 単身赴任手当関係（要件喪失分） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2006年度 人事給与 諸手当 平成18年度期末・勤勉手当 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 諸手当 平成19年度期末・勤勉手当 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 諸手当 平成20年度期末・勤勉手当 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 諸手当 平成21年度期末・勤勉手当 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 諸手当 平成22年度期末・勤勉手当 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 諸手当 平成23年度期末・勤勉手当 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 諸手当 平成18年度期末・勤勉手当（役職加算）関係 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 諸手当 平成19年度期末・勤勉手当（役職加算）関係 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 諸手当 平成20年度期末・勤勉手当（役職加算）関係 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 諸手当 平成21年度期末・勤勉手当（役職加算）関係 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 諸手当 平成22年度期末・勤勉手当（役職加算）関係 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 諸手当 平成23年度期末・勤勉手当（役職加算）関係 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 諸手当 平成18年度期末・勤勉手当（非常勤職員）関係 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 諸手当 平成19年度期末・勤勉手当（非常勤職員）関係 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 諸手当 平成20年度期末・勤勉手当（非常勤職員）関係 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 諸手当 平成21年度期末・勤勉手当（非常勤職員）関係 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 諸手当 平成22年度期末・勤勉手当（非常勤職員）関係 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 諸手当 平成23年度期末・勤勉手当（非常勤職員）関係 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 調整手当（異動保障）関係 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 調整手当（異動保障）関係（要件喪失分） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 初任給調整手当関係 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 初任給調整手当関係（要件喪失分） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 俸給の特別調整額関係 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 俸給の特別調整額関係（要件喪失分） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 児童手当・特例給付関係 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 児童手当・特例給付関係（要件喪失分） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事給与 諸手当 各種手当関係例規（昭和57年度から昭和60年度） 総務部人事課人事給与係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事給与 諸手当 各種手当関係例規（昭和61年度から平成2年度） 総務部人事課人事給与係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事給与 諸手当 各種手当関係例規（平成3年度から平成7年度） 総務部人事課人事給与係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 各種手当関係例規（平成8年度から平成12年度） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 諸手当 各種手当関係例規（平成13年度から平成15年度） 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事給与 諸手当 児童手当・特例給付関係例規（昭和57年度から昭和60年度） 総務部人事課人事給与係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事給与 諸手当 児童手当・特例給付関係例規（昭和61年度から平成2年度） 総務部人事課人事給与係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事給与 諸手当 児童手当・特例給付関係例規（平成3年度から平成7年度） 総務部人事課人事給与係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 諸手当 児童手当・特例給付関係例規（平成8年度から平成12年度） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 諸手当 児童手当・特例給付関係例規（平成13年度から平成15年度） 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事給与 退職手当 昭和56年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1982年度 人事給与 退職手当 昭和57年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1983年度 人事給与 退職手当 昭和58年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1984年度 人事給与 退職手当 昭和59年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1985年度 人事給与 退職手当 昭和60年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事給与 退職手当 昭和61年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1987年度 人事給与 退職手当 昭和62年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1988年度 人事給与 退職手当 昭和63年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1989年度 人事給与 退職手当 平成元年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1990年度 人事給与 退職手当 平成2年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事給与 退職手当 平成3年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1992年度 人事給与 退職手当 平成4年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1993年度 人事給与 退職手当 平成5年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1994年度 人事給与 退職手当 平成6年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1995年度 人事給与 退職手当 平成7年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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1996年度 人事給与 退職手当 平成8年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1997年度 人事給与 退職手当 平成9年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1998年度 人事給与 退職手当 平成10年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1999年度 人事給与 退職手当 平成11年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2000年度 人事給与 退職手当 平成12年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 退職手当 平成13年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2002年度 人事給与 退職手当 平成14年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2003年度 人事給与 退職手当 平成15年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2004年度 人事給与 退職手当 平成16年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2005年度 人事給与 退職手当 平成17年度退職手当額決定関係 総務部人事課人事給与係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 退職手当 平成18年度退職手当額決定関係 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 退職手当 平成19年度退職手当額決定関係 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 退職手当 平成20年度退職手当額決定関係 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 退職手当 平成21年度退職手当額決定関係 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 退職手当 平成22年度退職手当額決定関係 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 退職手当 平成23年度退職手当額決定関係 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事給与 退職手当 退職手当通算関係（昭和57年度から昭和60年度） 総務部人事課人事給与係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事給与 退職手当 退職手当通算関係（昭和61年度から平成2年度） 総務部人事課人事給与係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事給与 退職手当 退職手当通算関係（平成3年度から平成7年度） 総務部人事課人事給与係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 退職手当 退職手当通算関係（平成8年度から平成12年度） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 退職手当 退職手当通算関係（平成13年度から平成14年度） 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 人事給与 退職手当 退職手当関係例規（昭和57年度から昭和60年度） 総務部人事課人事給与係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1986年度 人事給与 退職手当 退職手当関係例規（昭和61年度から平成2年度） 総務部人事課人事給与係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1991年度 人事給与 退職手当 退職手当関係例規（平成3年度から平成7年度） 総務部人事課人事給与係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1996年度 人事給与 退職手当 退職手当関係例規（平成8年度から平成12年度） 総務部人事課人事給与係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2001年度 人事給与 退職手当 退職手当関係例規（平成13年度から平成15年度） 総務部人事課人事給与係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 退職手当 平成18年度退職手当に関する証明書関係 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 退職手当 平成19年度退職手当に関する証明書関係 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 退職手当 平成20年度退職手当に関する証明書関係 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 退職手当 平成21年度退職手当に関する証明書関係 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 退職手当 平成22年度退職手当に関する証明書関係 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 退職手当 平成23年度退職手当に関する証明書関係 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 調査・統計・報告 平成18年度退職手当額決定報告書　　 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 調査・統計・報告 平成19年度退職手当額決定報告書　　 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 調査・統計・報告 平成20年度退職手当額決定報告書　　 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 調査・統計・報告 平成21年度退職手当額決定報告書　　 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 調査・統計・報告 平成22年度退職手当額決定報告書　　 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 調査・統計・報告 平成23年度退職手当額決定報告書　　 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 人事給与 調査・統計・報告 平成18年度退職手当調査関係　　 総務部人事チーム人事給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 人事給与 調査・統計・報告 平成19年度退職手当調査関係　　 総務部人事チーム人事給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 人事給与 調査・統計・報告 平成20年度退職手当調査関係　　 総務部人事チーム人事給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 人事給与 調査・統計・報告 平成21年度退職手当調査関係　　 総務部人事チーム人事給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 人事給与 調査・統計・報告 平成22年度退職手当調査関係　　 総務部人事チーム人事給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 人事給与 調査・統計・報告 平成23年度退職手当調査関係　　 企画総務部人事チーム人事給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 給与支給 平成18年度給与支払調書 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 給与支給 平成19年度給与支払調書 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 給与支給 平成20年度給与支払調書 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 給与支給 平成21年度給与支払調書 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 給与支給 平成22年度給与支払調書 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 給与支給 平成23年度給与支払調書 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 給与支給 平成18年度給与関係データシート 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2007年度 経理給与 給与支給 平成19年度給与関係データシート 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 給与支給 平成20年度給与関係データシート 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 給与支給 平成21年度給与関係データシート 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙・電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 給与支給 平成22年度給与関係データシート 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙・電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 給与支給 平成23年度給与関係データシート 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 給与支給 平成18年職員別給与簿 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 給与支給 平成19年職員別給与簿 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 給与支給 平成20年職員別給与簿 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 給与支給 平成21年職員別給与簿 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 給与支給 平成22年職員別給与簿 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 給与支給 平成23年職員別給与簿 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 給与支給 平成18年度基準給与簿 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 給与支給 平成19年度基準給与簿 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 給与支給 平成20年度基準給与簿 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 給与支給 平成21年度基準給与簿 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 給与支給 平成22年度基準給与簿 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 給与支給 平成23年度基準給与簿 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 給与支給 平成18年度給与の口座振込（変更）申出書 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 給与支給 平成19年度給与の口座振込（変更）申出書 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 給与支給 平成20年度給与の口座振込（変更）申出書 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 給与支給 平成21年度給与の口座振込（変更）申出書 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 給与支給 平成22年度給与の口座振込（変更）申出書 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 給与支給 平成23年度給与の口座振込（変更）申出書 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 給与支給 平成18年度債権差押命令・催告書・供託書（控） 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 給与支給 平成19年度債権差押命令・催告書・供託書（控） 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 給与支給 平成20年度債権差押命令・催告書・供託書（控） 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 給与支給 平成21年度債権差押命令・催告書・供託書（控） 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 給与支給 平成22年度債権差押命令・催告書・供託書（控） 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 給与支給 平成23年度債権差押命令・催告書・供託書（控） 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 所得税・住民税 平成18年給与所得の源泉徴収票 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 所得税・住民税 平成19年給与所得の源泉徴収票 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 所得税・住民税 平成20年給与所得の源泉徴収票 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 所得税・住民税 平成21年給与所得の源泉徴収票 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 所得税・住民税 平成22年給与所得の源泉徴収票 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 所得税・住民税 平成23年給与所得の源泉徴収票 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 所得税・住民税 平成18年給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 所得税・住民税 平成19年給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 所得税・住民税 平成20年給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 所得税・住民税 平成21年給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 所得税・住民税 平成22年給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 所得税・住民税 平成23年給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 所得税・住民税 平成18年給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 所得税・住民税 平成19年給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 所得税・住民税 平成20年給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 所得税・住民税 平成21年給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 所得税・住民税 平成22年給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 所得税・住民税 平成23年給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 所得税・住民税 平成19年給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 所得税・住民税 平成20年給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 所得税・住民税 平成21年給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 所得税・住民税 平成22年給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2011年度 経理給与 所得税・住民税 平成23年給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 所得税・住民税 平成18年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 所得税・住民税 平成19年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 所得税・住民税 平成20年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 所得税・住民税 平成21年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 所得税・住民税 平成22年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 所得税・住民税 平成23年度市民税県民税特別徴収税額の変更、決定通知書 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 所得税・住民税 平成18年度給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 所得税・住民税 平成19年度給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 所得税・住民税 平成20年度給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 所得税・住民税 平成21年度給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 所得税・住民税 平成22年度給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 所得税・住民税 平成23年度給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 所得税・住民税 平成18年度住民税集計表 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 所得税・住民税 平成19年度住民税集計表 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 所得税・住民税 平成20年度住民税集計表 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 所得税・住民税 平成21年度住民税集計表 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 所得税・住民税 平成22年度住民税集計表 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 所得税・住民税 平成23年度住民税集計表 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 所得税・住民税 平成18年度扶養控除等の控除是正報告書 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 所得税・住民税 平成19年度扶養控除等の控除是正報告書 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 所得税・住民税 平成20年度扶養控除等の控除是正報告書 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 所得税・住民税 平成21年度扶養控除等の控除是正報告書 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 所得税・住民税 平成22年度扶養控除等の控除是正報告書 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 所得税・住民税 平成23年度扶養控除等の控除是正報告書 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 所得税・住民税 平成18年度租税条約に関する届出書 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 所得税・住民税 平成19年度租税条約に関する届出書 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 所得税・住民税 平成20年度租税条約に関する届出書 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 所得税・住民税 平成21年度租税条約に関する届出書 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 所得税・住民税 平成22年度租税条約に関する届出書 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 所得税・住民税 平成23年度租税条約に関する届出書 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 退職手当 平成18年度退職所得の受給に関する申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 退職手当 平成19年度退職所得の受給に関する申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 退職手当 平成20年度退職所得の受給に関する申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 退職手当 平成21年度退職所得の受給に関する申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 退職手当 平成22年度退職所得の受給に関する申告書 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 退職手当 平成23年度退職所得の受給に関する申告書 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 経理給与 退職手当 平成18年度退職手当支給調書 総務部人事チーム経理給与担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 経理給与 退職手当 平成19年度退職手当支給調書 総務部人事チーム経理給与担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 経理給与 退職手当 平成20年度退職手当支給調書 総務部人事チーム経理給与担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 経理給与 退職手当 平成21年度退職手当支給調書 総務部人事チーム経理給与担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 経理給与 退職手当 平成22年度退職手当支給調書 総務部人事チーム経理給与担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 経理給与 退職手当 平成23年度退職手当支給調書 企画総務部人事チーム経理給与担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 評価・研修 職員の研修 平成18年度文部科学省研修関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 評価・研修 職員の研修 平成19年度文部科学省研修関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 評価・研修 職員の研修 平成20年度文部科学省研修関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 評価・研修 職員の研修 平成21年度文部科学省研修関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 評価・研修 職員の研修 平成22年度文部科学省研修関係 総務部人事チーム評価・研修担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 評価・研修 職員の研修 平成23年度文部科学省研修関係 企画総務部人事チーム評価・研修担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 評価・研修 職員の研修 平成18年度人事院研修関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 評価・研修 職員の研修 平成19年度人事院研修関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
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2008年度 評価・研修 職員の研修 平成20年度人事院研修関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 評価・研修 職員の研修 平成21年度人事院研修関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 評価・研修 職員の研修 平成22年度人事院研修関係 総務部人事チーム評価・研修担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 評価・研修 職員の研修 平成23年度人事院研修関係 企画総務部人事チーム評価・研修担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 評価・研修 職員の研修 平成18年度東海・北陸地区研修関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 評価・研修 職員の研修 平成19年度東海・北陸地区研修関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 評価・研修 職員の研修 平成20年度東海・北陸地区研修関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 評価・研修 職員の研修 平成21年度東海・北陸地区研修関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 評価・研修 職員の研修 平成22年度東海・北陸地区研修関係 総務部人事チーム評価・研修担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 評価・研修 職員の研修 平成23年度東海・北陸地区研修関係 企画総務部人事チーム評価・研修担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2006年度 評価・研修 職員の研修 学内研修実施綴(平成18年度） 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2007年度 評価・研修 職員の研修 学内研修実施綴(平成19年度） 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 評価・研修 職員の研修 学内研修実施綴(平成20年度） 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 評価・研修 職員の研修 学内研修実施綴(平成21年度） 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 評価・研修 職員の研修 学内研修実施綴(平成22年度） 総務部人事チーム評価・研修担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 評価・研修 職員の研修 学内研修実施綴(平成23年度） 企画総務部人事チーム評価・研修担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2008年度 評価・研修 評価 平成20年度目標評価シート 総務部職員チーム人事担当 2009/4/1 3年 2011年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2009年度 評価・研修 評価 平成21年度目標評価シート 総務部職員チーム人事担当 2010/4/1 3年 2012年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2010年度 評価・研修 評価 平成22年度目標評価シート 総務部人事チーム評価・研修担当 2011/4/1 3年 2013年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
2011年度 評価・研修 評価 平成23年度目標評価シート 企画総務部人事チーム評価・研修担当 2012/4/1 3年 2014年度末 電子媒体 事務室 企画総務部人事課長 廃棄
1981年度 職員 名誉教授 昭和56年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1982年度 職員 名誉教授 昭和57年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1983年度 職員 名誉教授 昭和58年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1984年度 職員 名誉教授 昭和59年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1985年度 職員 名誉教授 昭和60年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1986年度 職員 名誉教授 昭和61年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1987年度 職員 名誉教授 昭和62年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1988年度 職員 名誉教授 昭和63年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1989年度 職員 名誉教授 平成元年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1990年度 職員 名誉教授 平成2年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1991年度 職員 名誉教授 平成3年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1992年度 職員 名誉教授 平成4年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1993年度 職員 名誉教授 平成5年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1994年度 職員 名誉教授 平成6年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1995年度 職員 名誉教授 平成7年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1996年度 職員 名誉教授 平成8年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1997年度 職員 名誉教授 平成9年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1998年度 職員 名誉教授 平成10年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1999年度 職員 名誉教授 平成11年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2000年度 職員 名誉教授 平成12年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 職員 名誉教授 平成13年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2002年度 職員 名誉教授 平成14年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2003年度 職員 名誉教授 平成15年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 職員 名誉教授 平成16年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 職員 名誉教授 平成17年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 名誉教授 平成18年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 名誉教授 平成19年度名誉教授の称号授与簿 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 名誉教授 平成20年度名誉教授の称号授与簿 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 名誉教授 平成21年度名誉教授の称号授与簿 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 名誉教授 平成22年度名誉教授の称号授与簿 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 名誉教授 平成23年度名誉教授の称号授与簿 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
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1981年度 職員 名誉教授 昭和56年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1982年度 職員 名誉教授 昭和57年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1983年度 職員 名誉教授 昭和58年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1984年度 職員 名誉教授 昭和59年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1985年度 職員 名誉教授 昭和60年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1986年度 職員 名誉教授 昭和61年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1987年度 職員 名誉教授 昭和62年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1988年度 職員 名誉教授 昭和63年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1989年度 職員 名誉教授 平成元年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1990年度 職員 名誉教授 平成2年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1991年度 職員 名誉教授 平成3年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1992年度 職員 名誉教授 平成4年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1993年度 職員 名誉教授 平成5年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1994年度 職員 名誉教授 平成6年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1995年度 職員 名誉教授 平成7年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1996年度 職員 名誉教授 平成8年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1997年度 職員 名誉教授 平成9年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1998年度 職員 名誉教授 平成10年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1999年度 職員 名誉教授 平成11年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2000年度 職員 名誉教授 平成12年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 職員 名誉教授 平成13年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2002年度 職員 名誉教授 平成14年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2003年度 職員 名誉教授 平成15年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 職員 名誉教授 平成16年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 職員 名誉教授 平成17年度名誉教授関係 総務部人事課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 名誉教授 平成18年度名誉教授関係 総務部人事チーム人事担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 名誉教授 平成19年度名誉教授関係 総務部人事チーム人事担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 名誉教授 平成20年度名誉教授関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 名誉教授 平成21年度名誉教授関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 名誉教授 平成22年度名誉教授関係 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 名誉教授 平成23年度名誉教授関係 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1971年度 職員 顛末報告 顛末報告書（昭和46年度から昭和57年度） 総務部人事課職員係 1972/4/1 30年 2001年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1983年度 職員 顛末報告 顛末報告書（昭和58年度から昭和62年度） 総務部人事課職員係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1988年度 職員 顛末報告 顛末報告書（昭和63年度から平成9年度） 総務部人事課職員係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1998年度 職員 顛末報告 顛末報告書（平成10年度から平成11年度） 総務部人事課職員係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2000年度 職員 顛末報告 顛末報告書（平成12年度） 総務部人事課職員係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 職員 顛末報告 顛末報告書（平成13年度） 総務部人事課職員係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1997年度 職員 セクシュアル・ハラスメント セクハラ（指針等）綴（平成9年度から平成15年度） 総務部人事課職員係 1998/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2000年度 職員 公務員倫理 公務員倫理関係綴（平成12年度から） 総務部人事課職員係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1994年度 職員 職員団体 管理職員等異動通知書関係（平成6年度から平成9年度） 総務部人事課職員係 1995/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1998年度 職員 職員団体 管理職員等異動通知書関係（平成10年度から平成12度） 総務部人事課職員係 1999/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 職員 職員団体 管理職員等異動通知書関係（平成13年度から平成14年度） 総務部人事課職員係 2002/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1972年度 職員 職員団体 管理職員等台帳（昭和47年度から） 総務部人事課職員係 1973/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1979年度 職員 職員団体 管理職員等関係（昭和54年度から昭和59年度） 総務部人事課職員係 1980/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1985年度 職員 職員団体 管理職員等関係（昭和60年度から平成元年度） 総務部人事課職員係 1986/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1990年度 職員 職員団体 管理職員等関係（平成2年度から平成10年度） 総務部人事課職員係 1991/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1999年度 職員 職員団体 管理職員等関係（平成11年度から平成12年度） 総務部人事課職員係 2000/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 職員 職員団体 管理職員等関係（平成13年度から平成14年度） 総務部人事課職員係 2002/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2002年度 職員 職員団体 管理職員等関係（平成15年度から） 総務部人事課職員係 2003/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員団体 平成18年度職員団体関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員団体 平成19年度職員団体関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
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2008年度 職員 職員団体 平成20年度職員団体関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員団体 平成21年度職員団体関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員団体 平成22年度職員団体関係 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員団体 平成23年度職員団体関係 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員団体 平成18年度労務担当「電話連絡一覧」 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員団体 平成19年度労務担当「電話連絡一覧」 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員団体 平成20年度労務担当「電話連絡一覧」 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員団体 平成21年度労務担当「電話連絡一覧」 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員団体 平成22年度労務担当「電話連絡一覧」 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員団体 平成18年度東海・北陸地区管理事務協議会 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員団体 平成19年度東海・北陸地区管理事務協議会 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員団体 平成20年度東海・北陸地区管理事務協議会 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員団体 平成21年度東海・北陸地区管理事務協議会 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員団体 平成22年度東海・北陸地区管理事務協議会 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員団体 平成23年度東海・北陸地区管理事務協議会 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員団体 労使協定の締結関係（平成17年度から平成21年度） 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員団体 労使協定の締結関係（平成22年度から） 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1993年度 職員 職員の服務及び勤務時間 給与簿等関係書類（平成5年度から平成12年度） 総務部人事課職員係 1994/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 職員 職員の服務及び勤務時間 給与簿等関係書類（平成13年度から平成14年度） 総務部人事課職員係 2002/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成18年出勤簿 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成19年出勤簿 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成20年出勤簿 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成21年出勤簿 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成22年出勤簿 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成23年出勤簿 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成18年休暇簿 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成19年休暇簿 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成20年休暇簿 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成21年休暇簿 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成22年休暇簿 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年 職員 職員の服務及び勤務時間 平成23年休暇簿 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成18年度時間外勤務確認・命令書 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成19年度時間外勤務確認・命令書 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成20年度時間外勤務確認・命令書 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成21年度時間外勤務確認・命令書 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成22年度時間外勤務確認・命令書 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成23年度時間外勤務確認・命令書 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成18年度職務従事免除関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成19年度職務従事免除関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成20年度職務従事免除関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成21年度職務従事免除関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成22年度職務従事免除関係 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成23年度職務従事免除関係 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成18年度週休日等の振替簿 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成19年度週休日等の振替簿 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成20年度週休日等の振替簿 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成21年度週休日等の振替簿 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成22年度週休日等の振替簿 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成23年度週休日等の振替簿 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成20年度専門業務型裁量労働制適用者に係る勤務実態調査関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成21年度専門業務型裁量労働制適用者に係る勤務実態調査関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
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2010年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成22年度専門業務型裁量労働制適用者に係る勤務実態調査関係 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成23年度専門業務型裁量労働制適用者に係る勤務実態調査関係 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成18年度服務状況報告書 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成19年度服務状況報告書 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成20年度服務状況報告書 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成21年度服務状況報告書 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成22年度服務状況報告書 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成23年度服務状況報告書 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成18年度服務に関する通知等関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成19年度服務に関する通知等関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成20年度服務に関する通知等関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成21年度服務に関する通知等関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成22年度服務に関する通知等関係 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員の服務及び勤務時間 平成23年度服務に関する通知等関係 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員の兼業 平成18年度兼業関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員の兼業 平成19年度兼業関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員の兼業 平成20年度兼業関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員の兼業 平成21年度兼業関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員の兼業 平成22年度兼業関係 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員の兼業 平成23年度兼業関係 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員の兼業 平成18年度学長・理事兼業関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員の兼業 平成19年度学長・理事兼業関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員の兼業 平成20年度学長・理事兼業関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員の兼業 平成21年度学長・理事兼業関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員の兼業 平成22年度学長・理事兼業関係 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員の兼業 平成23年度学長・理事兼業関係 企画総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員の兼業 平成18年度兼業台帳 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員の兼業 平成19年度兼業台帳 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員の兼業 平成20年度兼業台帳 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員の兼業 平成21年度兼業台帳 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員の兼業 平成22年度兼業台帳 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員の兼業 平成23年度兼業台帳 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1993年度 職員 職員の兼業 兼業に関する例規等関係（平成5年度から平成12年度） 総務部人事課職員係 1994/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 職員 職員の兼業 兼業に関する例規等関係（平成13年度から平成15年度） 総務部人事課職員係 2002/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員の兼業 平成18年度大学入試センター委員関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 職員の兼業 平成19年度大学入試センター委員関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員の兼業 平成20年度大学入試センター委員関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員の兼業 平成21年度大学入試センター委員関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員の兼業 平成22年度大学入試センター委員関係 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員の兼業 平成23年度大学入試センター委員関係 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1971年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(昭和46年度から昭和57年度） 総務部人事課職員係 1972/4/1 30年 2001年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1983年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(昭和58年度から昭和62年度） 総務部人事課職員係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1988年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(昭和63年度から平成9年度） 総務部人事課職員係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1998年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成10年度から平成11年度） 総務部人事課職員係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2000年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成12年度） 総務部人事課職員係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成13年度） 総務部人事課職員係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2002年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成14年度） 総務部人事課職員係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2003年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成15年度） 総務部人事課職員係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成16年度） 総務部人事課職員係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成17年度） 総務部人事課職員係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成18年度） 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
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2007年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成19年度） 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成20年度） 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成21年度） 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成22年度） 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 職員の懲戒 処分関係綴(平成23年度） 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1981年度 職員 栄典 昭和56年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1982年度 職員 栄典 昭和57年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1983年度 職員 栄典 昭和58年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1984年度 職員 栄典 昭和59年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1985年度 職員 栄典 昭和60年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1986年度 職員 栄典 昭和61年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1987年度 職員 栄典 昭和62年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1988年度 職員 栄典 昭和63年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1989年度 職員 栄典 平成元年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1990年度 職員 栄典 平成2年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1991年度 職員 栄典 平成3年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1992年度 職員 栄典 平成4年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1993年度 職員 栄典 平成5年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1994年度 職員 栄典 平成6年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1995年度 職員 栄典 平成7年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1996年度 職員 栄典 平成8年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1997年度 職員 栄典 平成9年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1998年度 職員 栄典 平成10年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1999年度 職員 栄典 平成11年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2000年度 職員 栄典 平成12年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 職員 栄典 平成13年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2002年度 職員 栄典 平成14年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2003年度 職員 栄典 平成15年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 職員 栄典 平成16年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 職員 栄典 平成17年度叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 栄典 平成18年度叙位・叙勲関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 栄典 平成19年度叙位・叙勲関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 栄典 平成20年度叙位・叙勲関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 栄典 平成21年度叙位・叙勲関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 栄典 平成22年度叙位・叙勲関係 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 栄典 平成23年度叙位・叙勲関係 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1974年度 職員 栄典 叙位・叙勲・栄典・表彰関係例規（昭和49年度から平成12年度） 総務部人事課職員係 1975/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 職員 栄典 叙位・叙勲・栄典・表彰関係例規（平成13年度から平成17年度） 総務部人事課職員係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 職員 栄典 平成13年度死亡叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2002年度 職員 栄典 平成14年度死亡叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2003年度 職員 栄典 平成15年度死亡叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 職員 栄典 平成16年度死亡叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 職員 栄典 平成17年度死亡叙位・叙勲関係 総務部人事課職員係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 栄典 平成18年度死亡叙位・叙勲関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 栄典 平成19年度死亡叙位・叙勲関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 栄典 平成20年度死亡叙位・叙勲関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 栄典 平成21年度死亡叙位・叙勲関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 栄典 平成22年度死亡叙位・叙勲関係 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 栄典 平成23年度死亡叙位・叙勲関係 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1971年度 職員 栄典 褒章条例による表彰関係（昭和46年度から平成12年度） 総務部人事課職員係 1972/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 職員 栄典 褒章条例による表彰関係（平成13年度から平成15年度） 総務部人事課職員係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
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2011年度 職員 栄典 褒章条例による表彰関係（平成16年度から平成23年度） 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1981年度 職員 表彰 昭和56年度表彰関係 総務部人事課職員係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1982年度 職員 表彰 昭和57年度表彰関係 総務部人事課職員係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1983年度 職員 表彰 昭和58年度表彰関係 総務部人事課職員係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1984年度 職員 表彰 昭和59年度表彰関係 総務部人事課職員係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1985年度 職員 表彰 昭和60年度表彰関係 総務部人事課職員係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1986年度 職員 表彰 昭和61年度表彰関係 総務部人事課職員係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1987年度 職員 表彰 昭和62年度表彰関係 総務部人事課職員係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1988年度 職員 表彰 昭和63年度表彰関係 総務部人事課職員係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1989年度 職員 表彰 平成元年度表彰関係 総務部人事課職員係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1990年度 職員 表彰 平成2年度表彰関係 総務部人事課職員係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1991年度 職員 表彰 平成3年度表彰関係 総務部人事課職員係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1992年度 職員 表彰 平成4年度表彰関係 総務部人事課職員係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1993年度 職員 表彰 平成5年度表彰関係 総務部人事課職員係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1994年度 職員 表彰 平成6年度表彰関係 総務部人事課職員係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1995年度 職員 表彰 平成7年度表彰関係 総務部人事課職員係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1996年度 職員 表彰 平成8年度表彰関係 総務部人事課職員係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1997年度 職員 表彰 平成9年度表彰関係 総務部人事課職員係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1998年度 職員 表彰 平成10年度表彰関係 総務部人事課職員係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1999年度 職員 表彰 平成11年度表彰関係 総務部人事課職員係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2000年度 職員 表彰 平成12年度表彰関係 総務部人事課職員係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 職員 表彰 平成13年度表彰関係 総務部人事課職員係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2002年度 職員 表彰 平成14年度表彰関係 総務部人事課職員係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2003年度 職員 表彰 平成15年度表彰関係 総務部人事課職員係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 職員 表彰 平成16年度表彰関係 総務部人事課職員係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 職員 表彰 平成17年度表彰関係 総務部人事課職員係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 表彰 平成18年度表彰関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 表彰 平成19年度表彰関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 表彰 平成20年度表彰関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 表彰 平成21年度表彰関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 表彰 平成22年度表彰関係 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 表彰 平成23年度表彰関係 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1971年度 職員 海外渡航 海外渡航例規関係（昭和46年度から昭和63年度） 総務部人事課職員係 1972/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1989年度 職員 海外渡航 海外渡航例規関係（平成元年度から平成12年度） 総務部人事課職員係 1990/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 職員 海外渡航 海外渡航例規関係（平成13年度から平成17年度） 総務部人事課職員係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 海外渡航 平成18年度海外渡航・公用旅券等関係 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 海外渡航 平成19年度海外渡航・公用旅券等関係 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 海外渡航 平成20年度海外渡航・公用旅券等関係 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 海外渡航 平成21年度海外渡航・公用旅券等関係 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1995年度 職員 規程 人事院規則等改正関係（平成7年度から平成12年度） 総務部人事課職員係 1996/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 職員 規程 人事院規則等改正関係（平成13年度から平成17年度） 総務部人事課職員係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 調査 平成18年度各種調査 総務部人事チーム職員担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 調査 平成19年度各種調査 総務部人事チーム職員担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 調査 平成20年度各種調査 総務部職員チーム職員担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 調査 平成21年度各種調査 総務部職員チーム職員担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 調査 平成22年度各種調査 総務部職員チーム職員担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 調査 平成23年度各種調査 企画総務部職員チーム職員担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1994年度 安全管理 職員の安全管理 設備届（第一種圧力容器）綴（平成6年度から平成12年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1995/4/1 設備が廃止されてから5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 安全管理 職員の安全管理 設備届（第一種圧力容器）綴（平成13年度から） 総務部職員チーム安全管理担当 2002/4/1 設備が廃止されてから5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1994年度 安全管理 職員の安全管理 設備届（第二種圧力容器）綴（平成6年度から平成15年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1995/4/1 設備が廃止されてから5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1994年度 安全管理 職員の安全管理 設備届（小型圧力容器）綴（平成6年度から平成15年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1995/4/1 設備が廃止されてから5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
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1994年度 安全管理 職員の安全管理 設備届（ボイラー）綴（平成6年度から平成15年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1995/4/1 設備が廃止されてから5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1994年度 安全管理 職員の安全管理 設備届（クレーン、エレベータ等）綴（平成6年度から平成15年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1995/4/1 設備が廃止されてから5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1995年度 安全管理 職員の安全管理 エックス線装置届綴（平成7年度から平成15年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1996/4/1 装置が廃止されてから5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 安全管理 職員の安全管理 設置届関係綴（平成１６年度～） 総務部職員チーム安全管理担当 2005/4/1 設備が廃止されてから5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 安全管理 職員の安全管理 資格取得関係綴（平成１６年度～） 総務部職員チーム安全管理担当 2005/4/1 ５年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 安全管理 職員の安全管理 選任報告関係綴（平成１６年度～） 総務部職員チーム安全管理担当 2005/4/1 選任・解任される日から５年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 安全管理 職員の安全管理 各種通知書関係綴（平成１６年度～） 総務部職員チーム安全管理担当 2005/4/1 選任・解任される日から５年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 安全管理 会議 平成１６年度上浜地区事業場安全衛生委員会関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2005/4/1 １０年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 安全管理 会議 平成１７年度上浜地区事業場安全衛生委員会関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2006/4/1 １０年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 安全管理 会議 平成１８年度上浜地区事業場安全衛生委員会関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2007/4/1 １０年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 会議 平成１９年度上浜地区事業場安全衛生委員会関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 １０年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 安全管理 会議 平成２０年度上浜地区事業場安全衛生委員会関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 １０年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 会議 平成２１年度上浜地区事業場安全衛生委員会関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 １０年 2019年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 会議 平成２２年度上浜地区事業場安全衛生委員会関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 １０年 2020年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 安全管理 会議 平成２３年度上浜地区事業場安全衛生委員会関係綴 企画総務部職員チーム安全管理担当 2012/4/1 １０年 2021年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 安全管理 健康・安全管理 作業環境測定結果綴（平成１６年度～） 総務部職員チーム安全管理担当 2005/4/1 3年（7年，30年） 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 安全管理 健康・安全管理 平成１８年度ＲＩ作業環境測定関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2007/4/1 ５年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 健康・安全管理 平成１９年度ＲＩ作業環境測定関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 ５年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 安全管理 健康・安全管理 平成２０年度ＲＩ作業環境測定関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 ５年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 健康・安全管理 平成２１年度ＲＩ作業環境測定関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 ５年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 健康・安全管理 平成２２年度ＲＩ作業環境測定関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 ５年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 安全管理 健康・安全管理 平成２３年度ＲＩ作業環境測定関係綴 企画総務部職員チーム安全管理担当 2012/4/1 ５年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 安全管理 健康・安全管理 有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定綴（平成１６年度～） 総務部職員チーム安全管理担当 2005/4/1 常用 - 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 安全管理 健康・安全管理 面接指導関係綴（平成１８年度～） 総務部職員チーム安全管理担当 2007/4/1 ５年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 安全管理 健康・安全管理 専門業務型裁量労働制適用者に係る勤務実態調査結果及び面接指導に係る申出書（通知書）等関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 ５年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 健康・安全管理 専門業務型裁量労働制適用者に係る勤務実態調査結果及び面接指導に係る申出書（通知書）等関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 ５年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 健康・安全管理 専門業務型裁量労働制適用者に係る勤務実態調査結果及び面接指導に係る申出書（通知書）等関係綴 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 ５年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 健康・安全管理 メンタルヘルスセミナー関係綴（平成１９年度～） 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 ５年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 安全管理 健康・安全管理 平成18年度職員の健康・安全管理定期報告関係 総務部職員チーム安全管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 健康・安全管理 平成19年度職員の健康・安全管理定期報告関係 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 安全管理 健康・安全管理 平成20年度職員の健康・安全管理定期報告関係 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 健康・安全管理 平成21年度職員の健康・安全管理定期報告関係 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 健康・安全管理 平成22年度職員の健康・安全管理定期報告関係 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 安全管理 健康・安全管理 平成23年度職員の健康・安全管理定期報告関係 企画総務部職員チーム安全管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1986年度 安全管理 健康・安全管理 職員の健康安全管理関係例規（昭和61年度から平成12年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1987/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 安全管理 健康・安全管理 職員の健康安全管理関係例規（平成13年度から平成15年度） 総務部職員チーム安全管理担当 2002/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1997年度 安全管理 健康・安全管理 禁煙関係（平成9年度から平成12年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1998/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 安全管理 健康・安全管理 禁煙関係（平成13年度から平成1８年度） 総務部職員チーム安全管理担当 2002/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 健康・安全管理 禁煙関係（平成19年度から平成22年度） 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 安全管理 健康診断 平成18年度健康診断関係 総務部職員チーム安全管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 健康診断 平成19年度健康診断関係 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 安全管理 健康診断 平成20年度健康診断関係 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 健康診断 平成21年度健康診断関係 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 健康診断 平成22年度健康診断関係 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 安全管理 健康診断 平成23年度健康診断関係 企画総務部職員チーム安全管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 安全管理 健康診断 平成18年度健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2007/4/1 ５年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 健康診断 平成19年度健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 ５年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 安全管理 健康診断 平成20年度健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 ５年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 健康診断 平成21年度健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 ５年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 健康診断 平成22年度健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 ５年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 安全管理 健康診断 平成23年度健康診断個人票 企画総務部職員チーム安全管理担当 2012/4/1 ５年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
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2008年度 安全管理 健康診断 平成20年度特定化学物質等健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 ５年（30年） 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 健康診断 平成21年度特定化学物質等健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 ５年（30年） 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 健康診断 平成22年度特定化学物質等健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 ５年（30年） 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 安全管理 健康診断 平成23年度特定化学物質等健康診断個人票 企画総務部職員チーム安全管理担当 2012/4/1 ５年（30年） 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 安全管理 健康診断 平成16年度電離放射線健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 安全管理 健康診断 平成17年度電離放射線健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 安全管理 健康診断 平成18年度電離放射線健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 健康診断 平成19年度電離放射線健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 安全管理 健康診断 平成20年度電離放射線健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 健康診断 平成21年度電離放射線健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 健康診断 平成22年度電離放射線健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 安全管理 健康診断 平成23年度電離放射線健康診断個人票 企画総務部職員チーム安全管理担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 安全管理 健康診断 平成17年じん肺健康診断結果証明書 総務部職員チーム安全管理担当 2005/4/1 ７年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 安全管理 健康診断 平成18年じん肺健康診断結果証明書 総務部職員チーム安全管理担当 2006/4/1 ７年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 安全管理 健康診断 平成19年じん肺健康診断結果証明書 総務部職員チーム安全管理担当 2007/4/1 ７年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 健康診断 平成20年じん肺健康診断結果証明書 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 ７年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 安全管理 健康診断 平成21年じん肺健康診断結果証明書 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 ７年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 健康診断 平成22年じん肺健康診断結果証明書 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 ７年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 健康診断 平成23年じん肺健康診断結果証明書 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 ７年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 安全管理 健康診断 平成17年度石綿健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 安全管理 健康診断 平成18年度石綿健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 健康診断 平成19年度石綿健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 安全管理 健康診断 平成20年度石綿健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 健康診断 平成21年度石綿健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 健康診断 平成22年度石綿健康診断個人票 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 安全管理 健康診断 平成23年度石綿健康診断個人票 企画総務部職員チーム安全管理担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1973年度 安全管理 健康診断 職員健康診断票（昭和４８年度から平成１５年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1974/4/1 5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1974年度 安全管理 災害補償 公務災害関係（～平成１５年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1975/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 安全管理 災害補償 平成１６年度公務災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2005/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 安全管理 災害補償 平成１７年度公務災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2006/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 安全管理 災害補償 平成１８年度公務災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2007/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 災害補償 平成１９年度公務災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 安全管理 災害補償 平成２０年度公務災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 災害補償 平成２１年度公務災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 災害補償 平成２２年度公務災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 安全管理 災害補償 平成２３年度公務災害関係 企画総務部職員チーム安全管理担当 2012/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1974年度 安全管理 災害補償 災害補償記録簿（～平成１５年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1975/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1981年度 安全管理 災害補償 公務災害補償関係例規（昭和56年度から昭和61年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1987年度 安全管理 災害補償 公務災害補償関係例規（昭和62年度から平成5年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1994年度 安全管理 災害補償 公務災害補償関係例規（平成6年度から平成9年度） 総務部職員チーム安全管理担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1999年度 安全管理 災害補償 公務災害補償関係例規（平成10年度から平成11年度） 総務部職員チーム安全管理担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2000年度 安全管理 災害補償 公務災害補償関係例規（平成12年度～） 総務部職員チーム安全管理担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 安全管理 災害補償 平成１６年度労働災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2005/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 安全管理 災害補償 平成１７年度労働災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2006/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 安全管理 災害補償 平成１８年度労働災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2007/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 安全管理 災害補償 平成１９年度労働災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2008/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 安全管理 災害補償 平成２０年度労働災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2009/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 安全管理 災害補償 平成２１年度労働災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2010/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 安全管理 災害補償 平成２２年度労働災害関係 総務部職員チーム安全管理担当 2011/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 安全管理 災害補償 平成２３年度労働災害関係 企画総務部職員チーム安全管理担当 2012/4/1 完結から5年 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1979年度 職員 財形貯蓄 財産形成貯蓄等の覚書（昭和54年度から） 総務部職員チーム福祉担当 1980/4/1 常用 - 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
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2006年度 職員 財形貯蓄 平成18年度財産形成貯蓄手続関係書類 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 財形貯蓄 平成19年度財産形成貯蓄手続関係書類 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 財形貯蓄 平成20年度財産形成貯蓄手続関係書類 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 財形貯蓄 平成21年度財産形成貯蓄手続関係書類 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 財形貯蓄 平成22年度財産形成貯蓄手続関係書類 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 財形貯蓄 平成23年度財産形成貯蓄手続関係書類 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 財形貯蓄 平成18年度財産形成貯蓄控除額明細書関係 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 財形貯蓄 平成19年度財産形成貯蓄控除額明細書関係 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 財形貯蓄 平成20年度財産形成貯蓄控除額明細書関係 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 財形貯蓄 平成21年度財産形成貯蓄控除額明細書関係 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 財形貯蓄 平成22年度財産形成貯蓄控除額明細書関係 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 財形貯蓄 平成23年度財産形成貯蓄控除額明細書関係 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 職員 財形貯蓄 平成18年度金融機関からの残高報告書 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 職員 財形貯蓄 平成19年度金融機関からの残高報告書 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 財形貯蓄 平成20年度金融機関からの残高報告書 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 財形貯蓄 平成21年度金融機関からの残高報告書 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 財形貯蓄 平成22年度金融機関からの残高報告書 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 職員 財形貯蓄 平成23年度金融機関からの残高報告書 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
1983年度 職員 財形貯蓄 財産形成貯蓄例規関係（昭和58年度から平成12年度） 総務部職員チーム福祉担当 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 職員 財形貯蓄 財産形成貯蓄例規関係（平成13年度から平成17年度） 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 職員 生涯設計 平成20年度生涯生活設計セミナー関係 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 職員 生涯設計 平成21年度生涯生活設計セミナー関係 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 職員 生涯設計 平成22年度生涯生活設計セミナー関係 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度健康保険被扶養者（異動）届 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度健康保険被扶養者（異動）届 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度健康保険被扶養者（異動）届 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度健康保険被扶養者（異動）届 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度健康保険被扶養者（異動）届 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度健康保険被扶養者（異動）届 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度健康保険被扶養者（異動）届 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度健康保険被扶養者（異動）届 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度国民年金第3号被保険者届 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
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2007年度 福祉 社会保険 平成19年度健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度健康保険被保険者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度健康保険被保険者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度健康保険被保険者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度健康保険被保険者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度健康保険被保険者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度健康保険被保険者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度健康保険被保険者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度健康保険被保険者分べん費育児手当金請求書 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度健康保険配偶者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度健康保険配偶者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度健康保険配偶者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度健康保険配偶者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度健康保険配偶者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度健康保険配偶者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度健康保険配偶者分べん費育児手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度健康保険配偶者分べん費育児手当金請求書 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度健康保険出産手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度健康保険出産手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度健康保険出産手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度健康保険出産手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度健康保険出産手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度健康保険出産手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度健康保険出産手当金請求書 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度健康保険出産手当金請求書 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度年金手帳再交付申請書 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度年金手帳再交付申請書 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度年金手帳再交付申請書 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度年金手帳再交付申請書 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度年金手帳再交付申請書 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度年金手帳再交付申請書 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度年金手帳再交付申請書 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度年金手帳再交付申請書 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度被保険者資格喪失確認通知書 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度被保険者資格喪失確認通知書 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度被保険者資格喪失確認通知書 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度被保険者資格喪失確認通知書 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度被保険者資格喪失確認通知書 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度被保険者資格喪失確認通知書 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
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2010年度 福祉 社会保険 平成22年度被保険者資格喪失確認通知書 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度被保険者資格喪失確認通知書 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度賞与等支払届 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度賞与等支払届 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度賞与等支払届 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度賞与等支払届 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度賞与等支払届 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度賞与等支払届 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度賞与等支払届 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度賞与等支払届 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度被保険者標準報酬改定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度被保険者標準報酬改定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度被保険者標準報酬改定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度被保険者標準報酬改定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度被保険者標準報酬改定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度被保険者標準報酬改定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度被保険者標準報酬改定通知書 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度被保険者標準報酬改定通知書 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 社会保険 平成16年度被保険者通知書 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 社会保険 平成17年度被保険者通知書 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 社会保険 平成18年度被保険者通知書 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 社会保険 平成19年度被保険者通知書 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 社会保険 平成20年度被保険者通知書 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 社会保険 平成21年度被保険者通知書 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 社会保険 平成22年度被保険者通知書 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 社会保険 平成23年度被保険者通知書 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 労働保険 平成16年度雇用保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 労働保険 平成17年度雇用保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 労働保険 平成18年度雇用保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 労働保険 平成19年度雇用保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 労働保険 平成20年度雇用保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 労働保険 平成21年度雇用保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 労働保険 平成22年度雇用保険被保険者資格取得届 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 労働保険 平成23年度雇用保険被保険者資格取得届 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 労働保険 平成16年度雇用保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 労働保険 平成17年度雇用保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 労働保険 平成18年度雇用保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 労働保険 平成19年度雇用保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 労働保険 平成20年度雇用保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 労働保険 平成21年度雇用保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 労働保険 平成22年度雇用保険被保険者資格喪失届 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 労働保険 平成23年度雇用保険被保険者資格喪失届 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 労働保険 平成16年度雇用保険被保険者離職証明書 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2005年度 福祉 労働保険 平成17年度雇用保険被保険者離職証明書 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 労働保険 平成18年度雇用保険被保険者離職証明書 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 労働保険 平成19年度雇用保険被保険者離職証明書 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 労働保険 平成20年度雇用保険被保険者離職証明書 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 労働保険 平成21年度雇用保険被保険者離職証明書 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 労働保険 平成22年度雇用保険被保険者離職証明書 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 労働保険 平成23年度雇用保険被保険者離職証明書 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2004年度 福祉 労働保険 平成16年度労働保険概算・確定保険料申請書 総務部職員チーム福祉担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
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2005年度 福祉 労働保険 平成17年度労働保険概算・確定保険料申請書 総務部職員チーム福祉担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2006年度 福祉 労働保険 平成18年度労働保険概算・確定保険料申請書 総務部職員チーム福祉担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2007年度 福祉 労働保険 平成19年度労働保険概算・確定保険料申請書 総務部職員チーム福祉担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2008年度 福祉 労働保険 平成20年度労働保険概算・確定保険料申請書 総務部職員チーム福祉担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2009年度 福祉 労働保険 平成21年度労働保険概算・確定保険料申請書 総務部職員チーム福祉担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 福祉 労働保険 平成22年度労働保険概算・確定保険料申請書 総務部職員チーム福祉担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 福祉 労働保険 平成23年度労働保険概算・確定保険料申請書 企画総務部職員チーム福祉担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 男女共同参画 会議・調査・統計等 平成２２年度男女共同参画推進委員会・同専門委員会関係書類 総務部職員チーム男女共同参画担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 男女共同参画 会議・調査・統計等 平成２３年度男女共同参画推進委員会・同専門委員会関係書類 企画総務部職員チーム男女共同参画担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 企画総務部職員課長 廃棄
2010年度 男女共同参画 会議・調査・統計等 平成２２年度女性研究者支援事業連携機関連絡協議会等関係書類 総務部職員チーム（女性研究者支援室） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 男女共同参画推進室 企画総務部職員課長 廃棄
2011年度 男女共同参画 会議・調査・統計等 平成２３年度女性研究者支援事業連携機関連絡協議会等関係書類 企画総務部職員チーム男女共同参画担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 男女共同参画推進室 企画総務部職員課長 廃棄
2001年度 総務 通知・調査報告 平成13年度文部科学省からの通知等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 総務 通知・調査報告 平成14年度文部科学省からの通知等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 総務 通知・調査報告 平成15年度文部科学省からの通知等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 総務 通知・調査報告 平成16年度文部科学省からの通知等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 総務 通知・調査報告 平成17年度文部科学省からの通知等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 通知・調査報告 平成18年度文部科学省からの通知等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 通知・調査報告 平成19年度文部科学省からの通知等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 通知・調査報告 平成20年度文部科学省からの通知等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 通知・調査報告 平成21年度文部科学省からの通知等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 通知・調査報告 平成22年度文部科学省からの通知等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 通知・調査報告 平成23年度文部科学省からの通知等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 通知・調査報告 平成18年度文部科学省からの照会等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 通知・調査報告 平成19年度文部科学省からの照会等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 通知・調査報告 平成20年度文部科学省からの照会等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 通知・調査報告 平成21年度文部科学省からの照会等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 通知・調査報告 平成22年度文部科学省からの照会等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 通知・調査報告 平成23年度文部科学省からの照会等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 通知・調査報告 平成18年度文部科学省への回答等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 通知・調査報告 平成19年度文部科学省への回答等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 通知・調査報告 平成20年度文部科学省への回答等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 通知・調査報告 平成21年度文部科学省への回答等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 通知・調査報告 平成22年度文部科学省への回答等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 通知・調査報告 平成23年度文部科学省への回答等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 通知・調査報告 平成20年度他大学、他機関からの照会等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 通知・調査報告 平成21年度他大学、他機関からの照会等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 通知・調査報告 平成22年度他大学、他機関からの照会等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 通知・調査報告 平成23年度他大学、他機関からの照会等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 通知・調査報告 平成20年度他大学、他機関への回答等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 通知・調査報告 平成21年度他大学、他機関への回答等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 通知・調査報告 平成22年度他大学、他機関への回答等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 通知・調査報告 平成23年度他大学、他機関への回答等文書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 総務 学内規程 平成13年度三重大学規則集の会計関係規程 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 総務 学内規程 平成14年度三重大学規則集の会計関係規程 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 総務 学内規程 平成15年度三重大学規則集の会計関係規程 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 総務 学内規程 平成16年度三重大学規則集の会計関係規程 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 総務 学内規程 平成17年度三重大学規則集の会計関係規程 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 学内規程 平成18年度三重大学規則集の会計関係規程 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 学内規程 平成19年度三重大学規則集の会計関係規程 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 学内規程 平成20年度三重大学規則集の会計関係規程 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 学内規程 平成21年度三重大学規則集の会計関係規程 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄

39 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2010年度 総務 学内規程 平成22年度三重大学規則集の会計関係規程 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 学内規程 平成23年度三重大学規則集の会計関係規程 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 学内規程 平成20年度施設一時使用の光熱水料算定調書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 学内規程 平成21年度施設一時使用の光熱水料算定調書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 学内規程 平成22年度施設一時使用の光熱水料算定調書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 学内規程 平成23年度施設一時使用の光熱水料算定調書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 学内規程 平成18年度協議会等会費支出伺い 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 学内規程 平成19年度協議会等会費支出伺い 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 学内規程 平成20年度協議会等会費支出伺い 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 学内規程 平成21年度協議会等会費支出伺い 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 学内規程 平成22年度協議会等会費支出伺い 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 学内規程 平成23年度協議会等会費支出伺い 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 会議資料 平成20年度国立大学法人等財務管理等に関する協議会資料 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 会議資料 平成21年度国立大学法人等財務管理等に関する協議会資料 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 会議資料 平成22年度国立大学法人等財務管理等に関する協議会資料 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 会議資料 平成23年度国立大学法人等財務管理等に関する協議会資料 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 会議資料 平成20年度東海北陸地区国立学校等会計部課長会議資料 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 会議資料 平成21年度東海北陸地区国立学校等会計部課長会議資料 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 会議資料 平成22年度東海北陸地区国立学校等会計部課長会議資料 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 会議資料 平成23年度東海北陸地区国立学校等会計部課長会議資料 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 翠明荘 平成20年度使用許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 翠明荘 平成21年度使用許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 翠明荘 平成22年度使用許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 翠明荘 平成23年度使用許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 翠明荘 平成20年度使用料金表 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 翠明荘 平成21年度使用料金表 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 翠明荘 平成22年度使用料金表 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 翠明荘 平成23年度使用料金表 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 翠明荘 平成20年度使用料算定調書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 翠明荘 平成21年度使用料算定調書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 翠明荘 平成22年度使用料算定調書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 翠明荘 平成23年度使用料算定調書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 翠明荘 平成18年度予算差引簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 翠明荘 平成19年度予算差引簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 翠明荘 平成20年度予算差引簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 翠明荘 平成21年度予算差引簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 翠明荘 平成22年度予算差引簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 翠明荘 平成23年度予算差引簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 研修 平成20年度東海・北陸地区国立学校等会計事務職員研修 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 研修 平成21年度東海・北陸地区国立学校等会計事務職員研修 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 研修 平成22年度東海・北陸地区国立学校等会計事務職員研修 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 研修 平成23年度東海・北陸地区国立学校等会計事務職員研修 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 研修 平成20年度東海地区国立学校等契約実務担当者連絡会 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 研修 平成21年度東海地区国立学校等契約実務担当者連絡会 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 研修 平成22年度東海地区国立学校等契約実務担当者連絡会 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 研修 平成23年度東海地区国立学校等契約実務担当者連絡会 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 研修 平成20年度事務研修関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 研修 平成21年度事務研修関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 研修 平成22年度事務研修関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 研修 平成23年度事務研修関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 出張 平成18年度旅行命令・依頼伺 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
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2007年度 総務 出張 平成19年度旅行命令・依頼伺 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 出張 平成20年度旅行命令・依頼伺 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 出張 平成21年度出張関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 出張 平成22年度出張関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 出張 平成23年度出張関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 出張 平成18年度出張復命書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 出張 平成19年度出張復命書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間管理 平成18年出勤簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間管理 平成19年出勤簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間管理 平成20年出勤簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 勤務時間管理 平成21年出勤簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間管理 平成22年出勤簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間管理 平成23年出勤簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間管理 平成18年休暇簿等 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間管理 平成19年休暇簿等 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間管理 平成20年休暇簿等 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 勤務時間管理 平成21年休暇簿等 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間管理 平成22年休暇簿等 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間管理 平成23年休暇簿等 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間管理 平成18年度勤務時間報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間管理 平成19年度勤務時間報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間管理 平成20年度勤務時間報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 勤務時間管理 平成21年度勤務時間報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間管理 平成22年度勤務時間報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間管理 平成23年度勤務時間報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間管理 平成18年度超過勤務命令簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間管理 平成19年度超過勤務命令簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間管理 平成20年度超過勤務命令簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 勤務時間管理 平成21年度超過勤務命令簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間管理 平成22年度超過勤務命令簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間管理 平成23年度超過勤務命令簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間管理 平成18年度服務状況報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間管理 平成19年度服務状況報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間管理 平成18年度職員の勤務状況報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間管理 平成19年度職員の勤務状況報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間管理 平成20年度職員の勤務状況報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 勤務時間管理 平成21年度職員の勤務状況報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間管理 平成22年度職員の勤務状況報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間管理 平成23年度職員の勤務状況報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1994年度 総務 訴訟関係 平成6年度訴訟事件等報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1995年度 総務 訴訟関係 平成7年度訴訟事件等報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1996年度 総務 訴訟関係 平成8年度訴訟事件等報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1997年度 総務 訴訟関係 平成9年度訴訟事件等報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1999年度 総務 訴訟関係 平成11年度訴訟事件等報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 総務 訴訟関係 平成12年度訴訟事件等報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 総務 訴訟関係 平成13年度訴訟事件等報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 総務 訴訟関係 平成14年度訴訟事件等報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 総務 訴訟関係 平成15年度訴訟事件等報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 総務 核燃料物質 平成12年度国際規制物資使用承認 申請書関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 総務 核燃料物質 平成13年度計量管理規定承認 申請書関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 総務 核燃料物質 平成15年度計量管理規定承認 申請書関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
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2001年度 総務 核燃料物質 平成13年度核燃料物質管理報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 総務 核燃料物質 平成14年度核燃料物質管理報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 総務 核燃料物質 平成15年度核燃料物質管理報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 総務 核燃料物質 平成16年度核燃料物質管理報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 総務 核燃料物質 平成17年度核燃料物質管理報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 核燃料物質 平成18年度核燃料物質管理報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 核燃料物質 平成19年度核燃料物質管理報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 核燃料物質 平成20年度核燃料物質管理報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 核燃料物質 平成21年度核燃料物質管理報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 核燃料物質 平成22年度核燃料物質管理報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 核燃料物質 平成23年度核燃料物質管理報告書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1982年度 総務 核燃料物質 昭和57年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1983年度 総務 核燃料物質 昭和58年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1986年度 総務 核燃料物質 昭和61年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1987年度 総務 核燃料物質 昭和62年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1988年度 総務 核燃料物質 昭和63年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1990年度 総務 核燃料物質 平成2年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1995年度 総務 核燃料物質 平成7年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 総務 核燃料物質 平成12年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 総務 核燃料物質 平成14年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 総務 核燃料物質 平成15年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 総務 核燃料物質 平成16年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 総務 核燃料物質 平成17年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 核燃料物質 平成18年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 核燃料物質 平成20年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 核燃料物質 平成21年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 核燃料物質 平成22年度国際規制物資使用変更 届関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 核燃料物質 平成23年度国際規制物資使用変更関係 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1994年度 総務 高周波利用設備 平成6年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1995年度 総務 高周波利用設備 平成7年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1997年度 総務 高周波利用設備 平成9年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 総務 高周波利用設備 平成13年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 総務 高周波利用設備 平成16年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 総務 高周波利用設備 平成17年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 高周波利用設備 平成18年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 高周波利用設備 平成19年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 高周波利用設備 平成20年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 高周波利用設備 平成21年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 高周波利用設備 平成22年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 高周波利用設備 平成23年度高周波利用設備許可申請書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1994年度 総務 高周波利用設備 平成6年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1995年度 総務 高周波利用設備 平成7年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1997年度 総務 高周波利用設備 平成9年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 総務 高周波利用設備 平成13年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 総務 高周波利用設備 平成16年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 総務 高周波利用設備 平成17年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 高周波利用設備 平成18年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 高周波利用設備 平成19年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 高周波利用設備 平成20年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 高周波利用設備 平成21年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 高周波利用設備 平成22年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
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2011年度 総務 高周波利用設備 平成23年度高周波利用設備許可書 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 勤務評定 平成18年度勤勉手当支給に係る勤務成績の評価 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 勤務評定 平成19年度勤勉手当支給に係る勤務成績の評価 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 勤務評定 平成20年度勤勉手当支給に係る勤務成績の評価 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 勤務評定 平成21年度勤勉手当支給に係る勤務成績の評価 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 勤務評定 平成22年度勤勉手当支給に係る勤務成績の評価 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 勤務評定 平成23年度勤勉手当支給に係る勤務成績の評価 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 総務 勤務評定 平成13年度事務系職員特別昇給候補者の推薦 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 総務 勤務評定 平成14年度事務系職員特別昇給候補者の推薦 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 総務 勤務評定 平成15年度事務系職員特別昇給候補者の推薦 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 総務 勤務評定 平成16年度事務系職員特別昇給候補者の推薦 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 総務 勤務評定 平成17年度事務系職員特別昇給候補者の推薦 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 勤務評定 平成18年度事務系職員特別昇給候補者の推薦 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 勤務評定 平成19年度事務系職員特別昇給候補者の推薦 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 勤務評定 平成20年度事務系職員特別昇給候補者の推薦 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 勤務評定 平成21年度事務系職員特別昇給候補者の推薦 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 勤務評定 平成22年度事務系職員特別昇給候補者の推薦 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 勤務評定 平成23年度事務系職員特別昇給候補者の推薦 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 命免簿 平成18年度会計事務責任者等が命ずる命免簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 命免簿 平成19年度会計事務責任者等が命ずる命免簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 命免簿 平成20年度会計事務責任者等が命ずる命免簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 命免簿 平成21年度会計事務責任者等が命ずる命免簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 命免簿 平成22年度会計事務責任者等が命ずる命免簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 命免簿 平成23年度会計事務責任者等が命ずる命免簿 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 調査 平成21年度毒物・劇物保有状況等総合調査 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
 2010年度 総務 調査 平成22年度毒物・劇物保有状況等総合調査 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 調査 平成23年度毒物・劇物保有状況等総合調査 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 総務 保険 平成16年度法人損害保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 総務 保険 平成17年度法人損害保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 保険 平成18年度法人損害保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 保険 平成19年度法人損害保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 保険 平成20年度法人損害保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 保険 平成21年度法人損害保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 保険 平成22年度法人損害保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 保険 平成23年度法人損害保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 総務 保険 平成16年度船舶保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 総務 保険 平成17年度船舶保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 保険 平成18年度船舶保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 総務 保険 平成19年度船舶保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 保険 平成20年度船舶保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 保険 平成21年度船舶保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 保険 平成22年度船舶保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 保険 平成23年度船舶保険関係書類 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 総務 会計検査 平成18年度会計実地検査綴 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 会計検査 平成20年度会計実地検査綴 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 会計検査 平成22年度会計実地検査綴 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 会計検査 平成22年度他大学会計実地検査報告 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 総務 委員会資料 平成20年度公的研究費不正防止推進委員会 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 総務 委員会資料 平成21年度公的研究費不正防止推進委員会 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 総務 委員会資料 平成22年度公的研究費不正防止推進委員会 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 総務 委員会資料 平成23年度公的研究費不正防止推進委員会 財務部財務チーム（総務・監査担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
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2001年度 財務企画 予算編成 平成14年度歳出概算要求書及び同附属資料 財務部財務チーム（予算担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 財務企画 予算編成 平成15年度歳出概算要求書及び同附属資料 財務部財務チーム（予算担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 財務企画 予算編成 平成16年度歳出概算要求参考資料 財務部財務チーム（予算担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 財務企画 予算編成 平成17年度概算要求書及び関連資料 財務部財務チーム（予算担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 財務企画 予算編成 平成18年度概算要求書及び関連資料 財務部財務チーム（予算担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 財務企画 予算編成 平成19年度概算要求書及び関連資料 財務部財務チーム（予算担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 予算編成 平成20年度概算要求書及び関連資料 財務部財務チーム（予算担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 財務企画 予算編成 平成21年度概算要求書及び関連資料 財務部財務チーム（予算担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 予算編成 平成22年度概算要求書及び関連資料 財務部財務チーム（予算担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 財務企画 予算編成 平成23年度概算要求書及び関連資料 財務部財務チーム（予算担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 財務企画 予算編成 平成24年度概算要求書及び関連資料 財務部財務チーム（予算担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 財務企画 予算編成 平成14年度歳入見積書及び同附属資料 財務部財務チーム（予算担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 財務企画 予算編成 平成15年度歳入見積書及び同附属資料 財務部財務チーム（予算担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 財務企画 予算編成 平成14年度基準概算関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 財務企画 予算編成 平成15年度基準概算関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 予算編成 平成20年度補正予算関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 財務企画 予算編成 平成21年度補正予算関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 予算編成 平成22年度補正予算関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 財務企画 予算編成 平成23年度大学教育研究設備関連資料 財務部財務チーム（予算担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 予算編成 平成21年度補助金等病院関係 財務部財務チーム（予算担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 財務企画 予算編成 平成22年度補助金等病院関係 財務部財務チーム（予算担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 財務企画 予算編成 平成19年度年度計画作成資料 財務部財務チーム（予算担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 予算編成 平成20年度年度計画作成資料 財務部財務チーム（予算担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 財務企画 予算編成 平成21年度年度計画作成資料 財務部財務チーム（予算担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 予算編成 平成22年度第2期中期計画・年度計画作成資料 財務部財務チーム（予算担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 財務企画 予算編成 平成23年度年度計画作成資料 財務部財務チーム（予算担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 財務企画 予算編成 平成24年度年度計画作成資料 財務部財務チーム（予算担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 財務企画 予算配分 平成18年度学内当初配分関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 予算配分 平成19年度学内当初配分関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 財務企画 予算配分 平成20年度学内当初配分関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 予算配分 平成21年度学内当初配分関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 財務企画 予算配分 平成22年度学内当初配分関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 財務企画 予算配分 平成23年度学内当初配分関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 財務企画 予算配分 平成18年度予算決算関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 予算配分 平成19年度予算決算関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 財務企画 調査報告 平成13年度各種年度別推移表 財務部財務チーム（予算担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 財務企画 調査報告 平成14年度各種年度別推移表 財務部財務チーム（予算担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 財務企画 調査報告 平成15年度各種年度別推移表 財務部財務チーム（予算担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 財務企画 調査報告 平成13年度予算定員表 財務部財務チーム（予算担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 財務企画 調査報告 平成14年度予算定員表 財務部財務チーム（予算担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 財務企画 調査報告 平成15年度予算定員表 財務部財務チーム（予算担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 財務企画 調査報告 平成18年度各種予算関係等提出調書 財務部財務チーム（予算担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 調査報告 平成19年度各種予算関係等提出調書 財務部財務チーム（予算担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 財務企画 調査報告 平成20年度各種予算関係等提出調書 財務部財務チーム（予算担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 調査報告 平成21年度各種予算関係等提出調書 財務部財務チーム（予算担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 財務企画 調査報告 平成22年度各種予算関係等提出調書 財務部財務チーム（予算担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 財務企画 調査報告 平成23年度各種予算関係等提出調書 財務部財務チーム（予算担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 財務企画 調査報告 平成17年度決算報告書関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 調査報告 平成18年度決算報告書関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 財務企画 調査報告 平成19年度決算報告書関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 調査報告 平成20年度決算報告書関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
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2010年度 財務企画 調査報告 平成21年度決算報告書関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 財務企画 調査報告 平成22年度決算報告書関係資料 財務部財務チーム（予算担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 財務企画 決算 平成16年度財務諸表 財務部財務チーム（決算担当） 2006/4/1 常用 － 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 財務企画 決算 平成17年度財務諸表 財務部財務チーム（決算担当） 2007/4/1 常用 － 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 決算 平成18年度財務諸表 財務部財務チーム（決算担当） 2008/4/1 常用 － 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 財務企画 決算 平成19年度財務諸表 財務部財務チーム（決算担当） 2009/4/1 常用 － 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 決算 平成20年度財務諸表 財務部財務チーム（決算担当） 2010/4/1 常用 － 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 財務企画 決算 平成21年度財務諸表 財務部財務チーム（決算担当） 2011/4/1 常用 － 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 財務企画 決算 平成22年度財務諸表 財務部財務チーム（決算担当） 2012/4/1 常用 － 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 財務企画 決算 平成16年度総勘定元帳 財務部財務チーム（決算担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 財務企画 決算 平成17年度総勘定元帳 財務部財務チーム（決算担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 決算 平成18年度総勘定元帳 財務部財務チーム（決算担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 財務企画 決算 平成19年度総勘定元帳 財務部財務チーム（決算担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 決算 平成20年度総勘定元帳 財務部財務チーム（決算担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 財務企画 決算 平成21年度総勘定元帳 財務部財務チーム（決算担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 財務企画 決算 平成22年度総勘定元帳 財務部財務チーム（決算担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 財務企画 決算 平成16年度仕訳帳 財務部財務チーム（決算担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 財務企画 決算 平成17年度仕訳帳 財務部財務チーム（決算担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 決算 平成18年度仕訳帳 財務部財務チーム（決算担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 財務企画 決算 平成19年度仕訳帳 財務部財務チーム（決算担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 決算 平成20年度仕訳帳 財務部財務チーム（決算担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 財務企画 決算 平成21年度仕訳帳 財務部財務チーム（決算担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 財務企画 決算 平成22年度仕訳帳 財務部財務チーム（決算担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 財務企画 決算 平成16年度合計残高試算表 財務部財務チーム（決算担当） 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 財務企画 決算 平成17年度合計残高試算表 財務部財務チーム（決算担当） 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 財務企画 決算 平成18年度合計残高試算表 財務部財務チーム（決算担当） 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 決算 平成19年度合計残高試算表 財務部財務チーム（決算担当） 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 財務企画 決算 平成20年度合計残高試算表 財務部財務チーム（決算担当） 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 決算 平成21年度合計残高試算表 財務部財務チーム（決算担当） 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 財務企画 決算 平成22年度合計残高試算表 財務部財務チーム（決算担当） 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 財務企画 決算 平成23年度合計残高試算表 財務部財務チーム（決算担当） 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 財務企画 決算 平成18年度各種決算関係等提出調書 財務部財務チーム（決算担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 財務企画 決算 平成19年度各種決算関係等提出調書 財務部財務チーム（決算担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 財務企画 決算 平成20年度各種決算関係等提出調書 財務部財務チーム（決算担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 財務企画 決算 平成21年度各種決算関係等提出調書 財務部財務チーム（決算担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 財務企画 決算 平成22年度各種決算関係等提出調書 財務部財務チーム（決算担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 財務企画 決算 平成23年度各種決算関係等提出調書 財務部財務チーム（決算担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度境界確定書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 管理・処分等 平成14年度境界確定書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 管理・処分等 平成15年度境界確定書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 管理・処分等 平成18年度境界確定書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 管理・処分等 平成19年度境界確定書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 管理・処分等 平成20年度境界確定書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 管理・処分等 平成22年度境界確定書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度境界確定立会伺 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 管理・処分等 平成14年度境界確定立会伺 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 管理・処分等 平成15年度境界確定立会伺 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 管理・処分等 平成18年度境界確定立会伺 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 管理・処分等 平成19年度境界確定立会伺 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 管理・処分等 平成20年度境界確定立会伺 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 管理・処分等 平成22年度境界確定立会伺 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
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2011年度 資産管理 管理・処分等 平成23年度境界確定立会伺 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1982年度 資産管理 管理・処分等 昭和57年度実測のための立ち入り依頼 財務部財務チーム（資産管理担当） 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度実測のための立ち入り依頼 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 管理・処分等 平成13年度実測のための立ち入り依頼 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 管理・処分等 平成14年度実測のための立ち入り依頼 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 管理・処分等 平成15年度実測のための立ち入り依頼 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1987年度 資産管理 管理・処分等 昭和62年度境界確定協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1988年度 資産管理 管理・処分等 昭和63年度境界確定協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1992年度 資産管理 管理・処分等 平成4年度境界確定協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度境界確定協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 管理・処分等 平成14年度境界確定協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 管理・処分等 平成15年度境界確定協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 管理・処分等 平成18年度境界確定協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1982年度 資産管理 管理・処分等 昭和57年度土地登記嘱託書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1983年度 資産管理 管理・処分等 昭和58年度土地登記嘱託書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1987年度 資産管理 管理・処分等 昭和62年度土地登記嘱託書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1989年度 資産管理 管理・処分等 平成元年度土地登記嘱託書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1990年度 資産管理 管理・処分等 平成2年度土地登記嘱託書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1992年度 資産管理 管理・処分等 平成4年度土地登記嘱託書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度土地登記嘱託書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 管理・処分等 平成13年度土地登記嘱託書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 管理・処分等 平成14年度土地登記嘱託書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 管理・処分等 平成15年度土地登記嘱託書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 資産管理 管理・処分等 平成16年度土地建物登記関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 資産管理 管理・処分等 平成17年度土地建物登記関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 管理・処分等 平成18年度土地建物登記関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 管理・処分等 平成19年度土地建物登記関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 管理・処分等 平成22年度土地建物登記関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 管理・処分等 平成23年度土地建物登記関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 管理・処分等 平成15年度用途廃止協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 管理・処分等 平成15年度用途廃止承認通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1989年度 資産管理 管理・処分等 平成元年度所管換内協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1996年度 資産管理 管理・処分等 平成8年度所管換内協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度所管換内協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1989年度 資産管理 管理・処分等 平成元年度所管換協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1990年度 資産管理 管理・処分等 平成2年度所管換協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度所管換協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 管理・処分等 平成13年度所管換協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1989年度 資産管理 管理・処分等 平成元年度所管換承認通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1990年度 資産管理 管理・処分等 平成2年度所管換承認通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度所管換承認通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1989年度 資産管理 管理・処分等 平成元年度所管換財産受渡証書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1990年度 資産管理 管理・処分等 平成2年度所管換財産受渡証書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度所管換財産受渡証書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 管理・処分等 平成13年度所管換財産受渡証書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度土地の売払及び譲与 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1981年度 資産管理 管理・処分等 昭和56年度処分依頼書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1987年度 資産管理 管理・処分等 昭和62年度処分依頼書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度処分依頼書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1982年度 資産管理 管理・処分等 昭和57年度売払契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1983年度 資産管理 管理・処分等 昭和58年度売払契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
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1987年度 資産管理 管理・処分等 昭和62年度売払契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1992年度 資産管理 管理・処分等 平成4年度売払契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度売払契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 管理・処分等 平成18年度債権発生通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 管理・処分等 平成19年度債権発生通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 管理・処分等 平成20年度債権発生通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 管理・処分等 平成21年度債権発生通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 管理・処分等 平成22年度債権発生通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 管理・処分等 平成23年度債権発生通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1981年度 資産管理 管理・処分等 昭和56年度土地評価依頼書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1983年度 資産管理 管理・処分等 昭和58年度土地評価依頼書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1989年度 資産管理 管理・処分等 平成元年度土地評価依頼書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1992年度 資産管理 管理・処分等 平成4年度土地評価依頼書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度土地評価依頼書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1981年度 資産管理 管理・処分等 昭和56年度土地評価通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1983年度 資産管理 管理・処分等 昭和58年度土地評価通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1989年度 資産管理 管理・処分等 平成元年度土地評価通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1992年度 資産管理 管理・処分等 平成4年度土地評価通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度土地評価通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度交換承諾書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 管理・処分等 平成12年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 管理・処分等 平成18年度資産き損報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1981年度 資産管理 新築・増築等 昭和56年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1982年度 資産管理 新築・増築等 昭和57年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1984年度 資産管理 新築・増築等 昭和59年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1985年度 資産管理 新築・増築等 昭和60年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1986年度 資産管理 新築・増築等 昭和61年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1987年度 資産管理 新築・増築等 昭和62年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1988年度 資産管理 新築・増築等 昭和63年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1991年度 資産管理 新築・増築等 平成3年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1992年度 資産管理 新築・増築等 平成4年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1993年度 資産管理 新築・増築等 平成5年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1994年度 資産管理 新築・増築等 平成6年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1995年度 資産管理 新築・増築等 平成7年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1998年度 資産管理 新築・増築等 平成10年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1999年度 資産管理 新築・増築等 平成11年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2000年度 資産管理 新築・増築等 平成12年度取得調整書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1981年度 資産管理 新築・増築等 昭和56年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1982年度 資産管理 新築・増築等 昭和57年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1984年度 資産管理 新築・増築等 昭和59年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1985年度 資産管理 新築・増築等 昭和60年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1986年度 資産管理 新築・増築等 昭和61年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1987年度 資産管理 新築・増築等 昭和62年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1988年度 資産管理 新築・増築等 昭和63年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1991年度 資産管理 新築・増築等 平成3年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1992年度 資産管理 新築・増築等 平成4年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1993年度 資産管理 新築・増築等 平成5年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1994年度 資産管理 新築・増築等 平成6年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1995年度 資産管理 新築・増築等 平成7年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1998年度 資産管理 新築・増築等 平成10年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1999年度 資産管理 新築・増築等 平成11年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
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2000年度 資産管理 新築・増築等 平成12年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 新築・増築等 平成15年度取得協議書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 監守 平成13年度国有財産監守計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 監守 平成14年度国有財産監守計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 監守 平成15年度国有財産監守計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 資産管理 監守 平成16年度国有財産監守計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 資産管理 監守 平成17年度監守計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 監守 平成18年度監守計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 監守 平成19年度監守計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 監守 平成20年度監守計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 監守 平成21年度監守計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 監守 平成22年度監守計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 監守 平成23年度監守計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 監守 平成13年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 監守 平成14年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 監守 平成15年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 資産管理 監守 平成16年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 財務部財務チーム（資産管理担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 資産管理 監守 平成17年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 財務部財務チーム（資産管理担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 監守 平成18年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 監守 平成19年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 監守 平成20年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 監守 平成21年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 監守 平成22年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 監守 平成23年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 使用・貸付等 平成18年度資産使用願 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 使用・貸付等 平成19年度資産使用願 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 使用・貸付等 平成20年度資産使用願 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 使用・貸付等 平成21年度資産使用願 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 使用・貸付等 平成22年度資産使用願 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 使用・貸付等 平成23年度資産使用願 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 使用・貸付等 平成13年度普通財産貸付契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 使用・貸付等 平成14年度普通財産貸付契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 使用・貸付等 平成15年度普通財産貸付契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 使用・貸付等 平成18年度資産使用許可書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 使用・貸付等 平成19年度資産使用許可書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 使用・貸付等 平成20年度資産使用許可書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 使用・貸付等 平成21年度資産使用許可書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 使用・貸付等 平成22年度資産使用許可書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 使用・貸付等 平成23年度資産使用許可書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 使用・貸付等 平成18年度土地賃貸借契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 使用・貸付等 平成19年度土地賃貸借契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 使用・貸付等 平成20年度土地賃貸借契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 使用・貸付等 平成21年度土地賃貸借契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 使用・貸付等 平成22年度土地賃貸借契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 使用・貸付等 平成23年度土地賃貸借契約書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎入居者一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎入居者一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎入居者一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎入居者一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎貸与申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎貸与申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄

48 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎貸与申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎貸与申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎（自動車の保管場所）貸与申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎（自動車の保管場所）貸与申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎（自動車の保管場所）貸与申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎（自動車の保管場所）貸与申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎入居届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎入居届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎入居届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎入居届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎退去届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎退去届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎退去届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎退去届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎（自動車の保管場所）退去届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎（自動車の保管場所）退去届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎（自動車の保管場所）退去届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎（自動車の保管場所）退去届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎退去点検票 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎退去点検票 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎退去点検票 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎退去点検票 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度保管場所使用承諾証明書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度保管場所使用承諾証明書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度保管場所使用承諾証明書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度保管場所使用承諾証明書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎（自動車の保管場所）貸与申請変更届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎（自動車の保管場所）貸与申請変更届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎（自動車の保管場所）貸与申請変更届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎（自動車の保管場所）貸与申請変更届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度模様替申請、仮設工作物設置申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度模様替申請、仮設工作物設置申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度模様替申請、仮設工作物設置申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度模様替申請、仮設工作物設置申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度模様替承認、仮設工作物設置承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度模様替承認、仮設工作物設置承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度模様替承認、仮設工作物設置承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度模様替承認、仮設工作物設置承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度長期不在承認申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度長期不在承認申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度長期不在承認申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度長期不在承認申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度長期不在承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度長期不在承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度長期不在承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度長期不在承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎明渡猶予申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎明渡猶予申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎明渡猶予申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎明渡猶予申請、承認書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎鍵受領書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
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2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎鍵受領書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎鍵受領書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎鍵受領書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎入居証明書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎入居証明書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎入居証明書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 宿舎 平成13年度無料宿舎貸与該当職員指定書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 宿舎 平成14年度無料宿舎貸与該当職員指定書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 宿舎 平成15年度無料宿舎貸与該当職員指定書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎入居募集通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎入居募集通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎入居募集通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎入居募集通知書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度貸与予定宿舎一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度貸与予定宿舎一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度貸与予定宿舎一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度貸与予定宿舎一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎入居者選考結果表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎入居者選考結果表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎入居者選考結果表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎入居者選考結果表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎入居希望申込書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎入居希望申込書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎入居希望申込書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎入居希望申込書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 宿舎 平成20年度宿舎駐車場台帳 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 宿舎 平成21年度宿舎駐車場台帳 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 宿舎 平成22年度宿舎駐車場台帳 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 宿舎 平成23年度宿舎駐車場台帳 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1993年度 資産管理 宿舎 宿舎現況記録 財務部財務チーム（資産管理担当） 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 宿舎 平成13年度宿舎設置計画掲上要求書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 宿舎 平成14年度宿舎設置計画掲上要求書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 宿舎 平成15年度宿舎設置計画掲上要求書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 宿舎 平成13年度宿舎設置要求書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 宿舎 平成14年度宿舎設置要求書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 宿舎 平成15年度宿舎設置要求書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 学内駐車 平成20年度学内駐車証交付申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 学内駐車 平成21年度学内駐車証交付申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 学内駐車 平成22年度学内駐車証交付申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 学内駐車 平成23年度学内駐車証交付申請書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 防火管理 平成13年度防火管理者選任（解任）届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 防火管理 平成14年度防火管理者選任（解任）届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 防火管理 平成15年度防火管理者選任（解任）届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 資産管理 防火管理 平成16年度防火管理者選任（解任）届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 資産管理 防火管理 平成17年度防火管理者選任（解任）届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 防火管理 平成18年度防火管理者選任（解任）届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 防火管理 平成19年度防火管理者選任（解任）届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 防火管理 平成20年度防火管理者選任（解任）届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 防火管理 平成21年度防火管理者選任（解任）届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 防火管理 平成22年度防火管理者選任（解任）届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 防火管理 平成23年度防火管理者選任（解任）届出書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
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2001年度 資産管理 防火管理 平成13年度防火隊編成一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 防火管理 平成14年度防火隊編成一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 防火管理 平成15年度防火隊編成一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 資産管理 防火管理 平成16年度防火隊編成一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 資産管理 防火管理 平成17年度防火隊編成一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 防火管理 平成18年度防火隊編成一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 防火管理 平成19年度防火隊編成一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 防火管理 平成20年度防火隊編成一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 防火管理 平成21年度防火隊編成一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 防火管理 平成22年度防火隊編成一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 防火管理 平成23年度防火隊編成一覧表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 防火管理 平成13年度消防計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 防火管理 平成14年度消防計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 防火管理 平成15年度消防計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 資産管理 防火管理 平成16年度消防計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 資産管理 防火管理 平成17年度消防計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 防火管理 平成18年度消防計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 防火管理 平成19年度消防計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 防火管理 平成20年度消防計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 防火管理 平成21年度消防計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 防火管理 平成22年度消防計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 防火管理 平成23年度消防計画書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2001年度 資産管理 防火管理 平成13年度消防設備点検結果報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2002年度 資産管理 防火管理 平成14年度消防設備点検結果報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 防火管理 平成15年度消防設備点検結果報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 資産管理 防火管理 平成16年度消防設備点検結果報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 資産管理 防火管理 平成17年度消防設備点検結果報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 防火管理 平成18年度消防設備点検結果報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 防火管理 平成19年度消防設備点検結果報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 防火管理 平成20年度消防設備点検結果報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 防火管理 平成21年度消防設備点検結果報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 防火管理 平成22年度消防設備点検結果報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 防火管理 平成23年度消防設備点検結果報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2003年度 資産管理 防火管理 平成15年度防火管理対象物使用開始届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 資産管理 防火管理 平成17年度防火管理対象物使用開始届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 防火管理 平成18年度防火管理対象物使用開始届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 防火管理 平成19年度防火管理対象物使用開始届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 防火管理 平成20年度防火管理対象物使用開始届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 防火管理 平成21年度防火管理対象物使用開始届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 防火管理 平成22年度防火管理対象物使用開始届 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 警備 平成18年度警備報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 警備 平成19年度警備報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 警備 平成20年度警備報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 警備 平成21年度警備報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 警備 平成22年度警備報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 警備 平成23年度警備報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1967年度 資産管理 国有財産台帳 国有財産台帳 財務部財務チーム（資産管理担当） 1968/4/1 常用 － 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
1967年度 資産管理 国有財産台帳 国有財産台帳付属図面 財務部財務チーム（資産管理担当） 1968/4/1 常用 － 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 定期報告書 平成18年度資産管理事務担当者連絡表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 定期報告書 平成19年度資産管理事務担当者連絡表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 定期報告書 平成20年度資産管理事務担当者連絡表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
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2009年度 資産管理 定期報告書 平成21年度資産管理事務担当者連絡表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 定期報告書 平成22年度資産管理事務担当者連絡表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 定期報告書 平成23年度資産管理事務担当者連絡表 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 資産管理 平成18年度資産除却・用途廃止承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 資産管理 平成19年度資産除却・用途廃止承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2004年度 資産管理 資産管理 平成16年度不動産寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2005年度 資産管理 資産管理 平成17年度不動産寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 資産管理 平成18年度不動産寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 資産管理 平成19年度不動産寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 資産管理 平成20年度不動産寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 資産管理 平成21年度不動産寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 資産管理 平成22年度不動産寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 資産管理 平成18年度物品寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 資産管理 平成19年度物品寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 資産管理 平成20年度物品寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 資産管理 平成21年度物品寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 資産管理 平成22年度物品寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 資産管理 平成23年度物品寄附・譲渡承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 資産管理 平成18年度資産管理換・供用換承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 資産管理 平成19年度資産管理換・供用換承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 資産管理 平成20年度資産管理換・供用換承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 資産管理 平成21年度資産管理換・供用換承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 資産管理 平成22年度資産管理換・供用換承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 資産管理 平成23年度資産管理換・供用換承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 資産管理 平成18年度資産改築等承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 資産管理 平成19年度資産改築等承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 資産管理 平成20年度資産改築等承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 資産管理 平成21年度資産改築等承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 資産管理 平成22年度資産改築等承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 資産管理 平成23年度資産改築等承認関係書類 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 資産管理 平成17年度末管理状況等報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 資産管理 平成18年度末管理状況等報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 資産管理 平成19年度末管理状況等報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 資産管理 平成20年度末管理状況等報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 資産管理 平成21年度末管理状況等報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 資産管理 平成22年度末管理状況等報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 資産管理 その他 平成18年度実地監査等の報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2007年度 資産管理 その他 平成19年度実地監査等の報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2008年度 資産管理 その他 平成20年度実地監査等の報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2009年度 資産管理 その他 平成21年度実地監査等の報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2010年度 資産管理 その他 平成22年度実地監査等の報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2011年度 資産管理 その他 平成23年度実地監査等の報告書 財務部財務チーム（資産管理担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部財務課長 廃棄
2006年度 経理 文書 平成18年度文書 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 文書 平成19年度文書 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 文書 平成20年度他大学、他機関からの照会等文書 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 文書 平成21年度他大学、他機関からの照会等文書 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 文書 平成22年度他大学、他機関からの照会等文書 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 文書 平成23年度他大学、他機関からの照会等文書 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 経理 公用車等運行 平成18年度安全運転管理者届出書 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 公用車等運行 平成19年度安全運転管理者届出書 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 公用車等運行 平成20年度安全運転管理者届出書 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄

52 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2009年度 経理 公用車等運行 平成21年度安全運転管理者届出書 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 公用車等運行 平成22年度安全運転管理者届出書 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 公用車等運行 平成23年度安全運転管理者届出書 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 公用車等運行 平成20年度公用車使用申請書運行日誌 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 公用車等運行 平成21年度公用車使用申請書運行日誌 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 公用車等運行 平成22年度公用車使用申請書運行日誌 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 公用車等運行 平成23年度公用車使用申請書運行日誌 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 公用車等運行 平成20年度公用車配車スケジュール表 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 公用車等運行 平成21年度公用車配車スケジュール表 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 公用車等運行 平成22年度公用車配車スケジュール表 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 公用車等運行 平成23年度公用車配車スケジュール表 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 公用車等運行 平成20年度公用車運行日誌 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 公用車等運行 平成21年度公用車運行日誌 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 公用車等運行 平成22年度公用車運行日誌 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 公用車等運行 平成23年度公用車運行日誌 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
1993年度 経理 公用車等運行 公用車車両台帳 財務部経理チーム経理担当 1994/4/1 廃車後5年 － 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2004年度 経理 旅費 平成16年度旅費の請求に係る添付書類 財務部経理チーム経理担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2005年度 経理 旅費 平成17年度旅費の請求に係る添付書類 財務部経理チーム経理担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2006年度 経理 旅費 平成18年度旅費の請求に係る添付書類 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 旅費 平成19年度旅費の請求に係る添付書類 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 旅費 平成20年度旅費の請求に係る添付書類 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 旅費 平成21年度旅費の請求に係る添付書類 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 旅費 平成22年度旅費の請求に係る添付書類 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 旅費 平成23年度旅費の請求に係る添付書類 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 経理 公用車等運行 平成18年度タクシーチケット関係書類 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 公用車等運行 平成19年度タクシーチケット関係書類 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 公用車等運行 平成20年度タクシーチケット関係書類 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 公用車等運行 平成21年度タクシーチケット関係書類 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 公用車等運行 平成22年度タクシーチケット関係書類 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 公用車等運行 平成23年度タクシーチケット関係書類 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 経理 出張 平成18年度旅行命令依頼書 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 出張 平成19年度旅行命令依頼書 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 旅費システム 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 出張 平成20年度旅行命令依頼書 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 旅費システム 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 出張 平成21年度旅行命令依頼書 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 旅費システム 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 出張 平成22年度旅行命令依頼書 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 旅費システム 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 出張 平成23年度旅行命令依頼書 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 旅費システム 財務部経理課長 廃棄
2006年度 経理 出張 平成18年度復命書 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 出張 平成19年度出張報告書 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 旅費システム 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 出張 平成20年度出張報告書 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 旅費システム 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 出張 平成21年度出張報告書 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 旅費システム 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 出張 平成22年度出張報告書 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 旅費システム 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 出張 平成23年度出張報告書 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 旅費システム 財務部経理課長 廃棄
2006年度 経理 勤務時間管理 平成18年度勤務時間報告書 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 勤務時間管理 平成19年度勤務時間報告書 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 勤務時間管理 平成20年度勤務時間報告書 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 勤務時間管理 平成21年度勤務時間報告書 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 勤務時間管理 平成22年度勤務時間報告書 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 勤務時間管理 平成23年度勤務時間報告書 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 経理 勤務時間管理 平成18年出勤簿 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 勤務時間管理 平成19年出勤簿 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 勤務時間管理 平成20年出勤簿 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
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2009年度 経理 勤務時間管理 平成21年出勤簿 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 勤務時間管理 平成22年出勤簿 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 勤務時間管理 平成23年出勤簿 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 経理 勤務時間管理 平成18年休暇簿 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 勤務時間管理 平成19年休暇簿 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 勤務時間管理 平成20年休暇簿 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 勤務時間管理 平成21年休暇簿 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 勤務時間管理 平成22年休暇簿 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 勤務時間管理 平成23年休暇簿 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 経理 勤務時間管理 平成18年度超過勤務命令簿 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 勤務時間管理 平成19年度超過勤務命令簿 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 勤務時間管理 平成20年度超過勤務命令簿 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 勤務時間管理 平成21年度超過勤務命令簿 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 勤務時間管理 平成22年度超過勤務命令簿 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 勤務時間管理 平成23年度超過勤務命令簿 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 経理 勤務時間管理 平成18年度服務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 勤務時間管理 平成19年度服務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 勤務時間管理 平成20年度服務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 勤務時間管理 平成21年度服務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 勤務時間管理 平成22年度服務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 勤務時間管理 平成23年度服務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 経理 勤務時間管理 平成18年度職員の勤務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 経理 勤務時間管理 平成19年度職員の勤務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 経理 勤務時間管理 平成20年度職員の勤務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 経理 勤務時間管理 平成21年度職員の勤務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 経理 勤務時間管理 平成22年度職員の勤務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 経理 勤務時間管理 平成23年度職員の勤務状況報告書 財務部経理チーム経理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 収入 平成18年度徴収決定伺 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 収入 平成19年度徴収決定伺 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 収入 平成20年度徴収決定伺 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 収入 平成21年度徴収決定伺 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 収入 平成22年度徴収決定伺 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 収入 平成18年度領収証控・原符 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 収入 平成19年度領収証控・原符 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 収入 平成20年度領収証控・原符 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 収入 平成21年度領収証控・原符 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 収入 平成22年度領収証控・原符 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 収入 平成23年度領収証控・原符 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 収入 平成18年度領収証書受払簿 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 収入 平成19年度領収証書受払簿 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 収入 平成20年度領収証書受払簿 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 収入 平成21年度領収証書受払簿 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 収入 平成22年度領収証書受払簿 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 収入 平成23年度領収証書受払簿 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2004年度 収入 収入 平成16年度現金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2005年度 収入 収入 平成17年度現金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 収入 平成18年度現金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 収入 平成19年度現金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 収入 平成20年度現金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 収入 平成21年度現金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 収入 平成22年度現金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
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2011年度 収入 収入 平成23年度現金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2004年度 収入 収入 平成16年度普通預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2005年度 収入 収入 平成17年度普通預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 収入 平成18年度普通預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 収入 平成19年度普通預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 収入 平成20年度普通預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 収入 平成21年度普通預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 収入 平成22年度普通預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 収入 平成23年度普通預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2004年度 収入 収入 平成16年度定期預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2005年度 収入 収入 平成17年度定期預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 収入 平成18年度定期預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 収入 平成19年度定期預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 収入 平成20年度定期預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 収入 平成21年度定期預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 収入 平成22年度定期預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 収入 平成23年度定期預金通帳 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 債権 平成18年度債権発生等通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 債権 平成19年度債権発生等通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 債権 平成20年度債権発生等通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 債権 平成21年度債権発生等通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 債権 平成22年度債権発生等通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 債権 平成23年度債権発生等通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 債権 平成18年度債権異動通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 債権 平成19年度債権異動通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 債権 平成20年度債権異動通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 債権 平成21年度債権異動通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 債権 平成22年度債権異動通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 債権 平成23年度債権異動通知書／調査確認書 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 債権 平成18年度債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 債権 平成19年度債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 債権 平成20年度債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 債権 平成21年度債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 債権 平成22年度債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 債権 平成23年度債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 債権 平成18年度保証書（授業料） 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 債権 平成19年度保証書（授業料） 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 債権 平成20年度保証書（授業料） 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 債権 平成21年度保証書（授業料） 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 債権 平成22年度保証書（授業料） 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 債権 平成23年度保証書（授業料） 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 債権 平成18年度授業料債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 債権 平成19年度授業料債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 債権 平成20年度授業料債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 債権 平成21年度授業料債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 債権 平成22年度授業料債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 債権 平成23年度授業料債権管理簿 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2004年度 収入 債権 平成16年度収入関係振替伝票 財務部経理チーム収入担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2005年度 収入 債権 平成17年度収入関係振替伝票 財務部経理チーム収入担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 債権 平成18年度収入関係振替伝票 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 債権 平成19年度収入関係振替伝票 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
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2008年度 収入 債権 平成20年度収入関係振替伝票 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 債権 平成21年度収入関係振替伝票 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 債権 平成22年度収入関係振替伝票 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 債権 平成23年度収入関係振替伝票 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2004年度 収入 債権 平成16年度預金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2005年度 収入 債権 平成17年度預金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 債権 平成18年度預金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 債権 平成19年度預金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 債権 平成20年度預金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 債権 平成21年度預金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 債権 平成22年度預金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 債権 平成23年度預金出納簿 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2004年度 収入 債権 平成16年度有価証券台帳 財務部経理チーム収入担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2005年度 収入 債権 平成17年度有価証券台帳 財務部経理チーム収入担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 収入 債権 平成18年度有価証券台帳 財務部経理チーム収入担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 収入 債権 平成19年度有価証券台帳 財務部経理チーム収入担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 収入 債権 平成20年度有価証券台帳 財務部経理チーム収入担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 収入 債権 平成21年度有価証券台帳 財務部経理チーム収入担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 収入 債権 平成22年度有価証券台帳 財務部経理チーム収入担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 収入 債権 平成23年度有価証券台帳 財務部経理チーム収入担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2004年度 支出 消費税 平成16年度消費税確定申告書 財務部経理チーム支出担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2005年度 支出 消費税 平成17年度消費税確定申告書 財務部経理チーム支出担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2006年度 支出 消費税 平成18年度消費税確定申告書 財務部経理チーム支出担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 支出 消費税 平成19年度消費税確定申告書 財務部経理チーム支出担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 支出 消費税 平成20年度消費税確定申告書 財務部経理チーム支出担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 支出 消費税 平成21年度消費税確定申告書 財務部経理チーム支出担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 支出 消費税 平成22年度消費税確定申告書 財務部経理チーム支出担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2004年度 支出 支出 平成16年度普通預金通帳 財務部経理チーム支出担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2005年度 支出 支出 平成17年度普通預金通帳 財務部経理チーム支出担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 支出 支出 平成18年度普通預金通帳 財務部経理チーム支出担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2007年度 支出 支出 平成19年度普通預金通帳 財務部経理チーム支出担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2008年度 支出 支出 平成20年度普通預金通帳 財務部経理チーム支出担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2009年度 支出 支出 平成21年度普通預金通帳 財務部経理チーム支出担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2010年度 支出 支出 平成22年度普通預金通帳 財務部経理チーム支出担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 支出 支出 平成23年度普通預金通帳 財務部経理チーム支出担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2004年度 支出 支出 平成16年度振込処理済通知書 財務部経理チーム支出担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2005年度 支出 支出 平成17年度振込処理済通知書 財務部経理チーム支出担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2006年度 支出 支出 平成18年度振込処理済通知書 財務部経理チーム支出担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 支出 支出 平成19年度振込処理済通知書 財務部経理チーム支出担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 支出 支出 平成20年度振込処理済通知書 財務部経理チーム支出担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 支出 支出 平成21年度振込処理済通知書 財務部経理チーム支出担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2010年度 支出 支出 平成22年度振込処理済通知書 財務部経理チーム支出担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 支出 支出 平成23年度振込処理済通知書 財務部経理チーム支出担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2001年度 支出 支出 平成13年度小切手原符 財務部経理チーム支出担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2002年度 支出 支出 平成14年度小切手原符 財務部経理チーム支出担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2003年度 支出 支出 平成15年度小切手原符 財務部経理チーム支出担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2004年度 支出 支出 平成16年度支払明細書 財務部経理チーム支出担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2005年度 支出 支出 平成17年度支払明細書 財務部経理チーム支出担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2006年度 支出 支出 平成18年度支払明細書 財務部経理チーム支出担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 支出 支出 平成19年度支払明細書 財務部経理チーム支出担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 支出 支出 平成20年度支払明細書 財務部経理チーム支出担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
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2009年度 支出 支出 平成21年度支払明細書 財務部経理チーム支出担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2010年度 支出 支出 平成22年度支払明細書 財務部経理チーム支出担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 支出 支出 平成23年度支払明細書 財務部経理チーム支出担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2004年度 支出 支出 平成16年度支払関係振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2005年度 支出 支出 平成17年度支払関係振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2006年度 支出 支出 平成18年度支払関係振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 支出 支出 平成19年度支払関係振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 支出 支出 平成20年度支払関係振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 支出 支出 平成21年度支払関係振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2010年度 支出 支出 平成22年度支払関係振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 支出 支出 平成23年度支払関係振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 支出 支出 平成18年度債主登録データシート 財務部経理チーム支出担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 支出 支出 平成19年度債主登録データシート 財務部経理チーム支出担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 支出 支出 平成20年度債主登録データシート 財務部経理チーム支出担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 支出 支出 平成21年度債主登録データシート 財務部経理チーム支出担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2010年度 支出 支出 平成22年度債主登録データシート 財務部経理チーム支出担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 支出 支出 平成23年度債主登録データシート 財務部経理チーム支出担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2001年度 支出 支出 平成13年度国庫金振替書原符 財務部経理チーム支出担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2002年度 支出 支出 平成14年度国庫金振替書原符 財務部経理チーム支出担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2003年度 支出 支出 平成15年度国庫金振替書原符 財務部経理チーム支出担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2006年度 支出 科学研究費 平成18年度科学研究費補助金収支簿 財務部経理チーム支出担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 支出 科学研究費 平成19年度科学研究費補助金収支簿 財務部経理チーム支出担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 支出 科学研究費 平成20年度科学研究費補助金収支簿 財務部経理チーム支出担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 支出 科学研究費 平成21年度科学研究費補助金収支簿 財務部経理チーム支出担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2010年度 支出 科学研究費 平成22年度科学研究費補助金収支簿 財務部経理チーム支出担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 支出 科学研究費 平成23年度科学研究費補助金収支簿 財務部経理チーム支出担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 支出 科学研究費 平成18年度科学研究費補助金支出決議書 財務部経理チーム支出担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2007年度 支出 科学研究費 平成19年度科学研究費補助金支出決議書 財務部経理チーム支出担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2008年度 支出 科学研究費 平成20年度科学研究費補助金等振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2009年度 支出 科学研究費 平成21年度科学研究費補助金等振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 財務部経理課長 廃棄
2010年度 支出 科学研究費 平成22年度科学研究費補助金等振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2011年度 支出 科学研究費 平成23年度科学研究費補助金等振替伝票 財務部経理チーム支出担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部経理課長 廃棄
2006年度 予算第一 予算配分 平成18年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第一担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2007年度 予算第一 予算配分 平成19年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第一担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2008年度 予算第一 予算配分 平成20年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第一担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 予算第一 予算配分 平成21年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第一担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 予算第一 予算配分 平成22年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第一担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 予算第一 予算配分 平成23年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第一担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2006年度 予算第二 予算配分 平成18年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第二担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2007年度 予算第二 予算配分 平成19年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第二担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2008年度 予算第二 予算配分 平成20年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第二担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 予算第二 予算配分 平成21年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第二担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 予算第二 予算配分 平成22年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第二担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 予算第二 予算配分 平成23年度予算配分関係資料 財務部契約チーム予算第二担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2004年度 調達担当 契約関係 平成16年度契約等関係書類 財務部契約チーム調達備品担当 2005/4/1 7年 2011年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2005年度 調達担当 契約関係 平成17年度契約等関係書類 財務部契約チーム調達備品担当 2006/4/1 7年 2012年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2006年度 調達担当 契約関係 平成18年度契約等関係書類 財務部契約チーム調達備品担当 2007/4/1 7年 2013年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2007年度 調達担当 契約関係 平成19年度契約等関係書類 財務部契約チーム調達備品担当 2008/4/1 7年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2008年度 調達担当 契約関係 平成20年度契約等関係書類 財務部契約チーム調達備品担当 2009/4/1 7年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 調達担当 契約関係 平成21年度契約等関係書類 財務部契約チーム調達備品担当 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 調達担当 契約関係 平成22年度契約等関係書類 財務部契約チーム調達備品担当 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
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2011年度 調達担当 契約関係 平成23年度契約等関係書類 財務部契約チーム調達備品担当 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2006年度 調達担当 勤務時間管理 平成18年度勤務時間報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2007年度 調達担当 勤務時間管理 平成19年度勤務時間報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2008年度 調達担当 勤務時間管理 平成20年度勤務時間報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 調達担当 勤務時間管理 平成21年度勤務時間報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 調達担当 勤務時間管理 平成22年度勤務時間報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 調達担当 勤務時間管理 平成23年度勤務時間報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2006年度 調達担当 勤務時間管理 平成18年度出勤簿 財務部契約チーム調達備品担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2007年度 調達担当 勤務時間管理 平成19年度出勤簿 財務部契約チーム調達備品担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2008年度 調達担当 勤務時間管理 平成20年度出勤簿 財務部契約チーム調達備品担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 調達担当 勤務時間管理 平成21年度出勤簿 財務部契約チーム調達備品担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 調達担当 勤務時間管理 平成22年度出勤簿 財務部契約チーム調達備品担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 調達担当 勤務時間管理 平成23年度出勤簿 財務部契約チーム調達備品担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2006年度 調達担当 勤務時間管理 平成18年度休暇簿 財務部契約チーム調達備品担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2007年度 調達担当 勤務時間管理 平成19年度休暇簿 財務部契約チーム調達備品担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2008年度 調達担当 勤務時間管理 平成20年度休暇簿 財務部契約チーム調達備品担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 調達担当 勤務時間管理 平成21年度休暇簿 財務部契約チーム調達備品担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 調達担当 勤務時間管理 平成22年度休暇簿 財務部契約チーム調達備品担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 調達担当 勤務時間管理 平成23年度休暇簿 財務部契約チーム調達備品担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2006年度 調達担当 勤務時間管理 平成18年度服務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2007年度 調達担当 勤務時間管理 平成19年度服務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2008年度 調達担当 勤務時間管理 平成20年度服務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 調達担当 勤務時間管理 平成21年度服務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 調達担当 勤務時間管理 平成22年度服務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 調達担当 勤務時間管理 平成23年度服務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2006年度 調達担当 勤務時間管理 平成18年度職員の勤務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2007年度 調達担当 勤務時間管理 平成19年度職員の勤務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2008年度 調達担当 勤務時間管理 平成20年度職員の勤務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 調達担当 勤務時間管理 平成21年度職員の勤務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 調達担当 勤務時間管理 平成22年度職員の勤務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 調達担当 勤務時間管理 平成23年度職員の勤務状況報告書 財務部契約チーム調達備品担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 調達担当 契約関係 平成21年度契約等関係書類 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 調達担当 契約関係 平成22年度契約等関係書類 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 調達担当 契約関係 平成23年度契約等関係書類 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 調達担当 勤務時間管理 平成21年勤務時間報告書 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 調達担当 勤務時間管理 平成22年勤務時間報告書 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 調達担当 勤務時間管理 平成23年勤務時間報告書 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 調達担当 勤務時間管理 平成21年出勤簿 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 調達担当 勤務時間管理 平成22年出勤簿 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 調達担当 勤務時間管理 平成23年出勤簿 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 調達担当 勤務時間管理 平成21年休暇簿 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 調達担当 勤務時間管理 平成22年休暇簿 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 調達担当 勤務時間管理 平成23年休暇簿 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2009年度 調達担当 勤務時間管理 平成21年度職員の勤務状況報告書 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2010年度 調達担当 勤務時間管理 平成22年度職員の勤務状況報告書 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2011年度 調達担当 勤務時間管理 平成23年度職員の勤務状況報告書 財務部契約チーム病院再開発調達プロジェクト室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 財務部契約課長 廃棄
2001年度 教務企画 会議 平成13年度学生委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 会議 平成14年度学生委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 会議 平成15年度学生委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 会議 平成13年度教務委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 会議 平成14年度教務委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
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2003年度 教務企画 会議 平成15年度教務委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 会議 平成16年度教務委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 会議 平成17年度教務委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 会議 平成18年度教務委員会・教育機構委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 会議 平成19年度教務委員会・教育機構委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 会議 平成20年度教務委員会・教育機構委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 会議 平成21年度教務委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 会議 平成22年度教務委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 会議 平成23年度教務委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 会議 平成17年度セクシュアル・ハラスメント部会・調査委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 会議 平成18年度ハラスメント関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 会議 平成19年度ハラスメント関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 会議 平成19年度学長と学生の懇談会 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 会議 平成17年度高等教育創造開発センター会議 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 会議 平成18年度高等教育創造開発センター会議 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 会議 平成19年度高等教育創造開発センター会議 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 会議 平成18年度大学院教育実質化ワーキング 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 会議 平成19年度大学院教育実質化ワーキング 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 会議 平成18年度教職科目開講委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 会議 平成19年度教員養成カリキュラム専門委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 会議 平成22年度教職課程委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 会議 平成23年度教職課程委員会 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 会議 平成18年度全国学生指導研究集会 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 会議 平成19年度全国学生指導研究集会 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 会議 平成20年度全国学生指導研究集会 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 会議 平成21年度全国学生指導研究集会 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 会議 平成18年度全国国立大学学生指導担当副学長協議会 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 会議 平成19年度全国国立大学学生指導担当副学長協議会 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 会議 平成20年度全国国立大学学生指導担当副学長協議会 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 会議 平成21年度全国国立大学学生指導担当副学長協議会 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 会議 平成18年度国立大学学生関係部長・課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 会議 平成19年度国立大学学生関係部長・課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 会議 平成20年度国立大学学生関係部長・課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 会議 平成21年度国立大学学生関係部長・課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 会議 平成22年度国立大学学生関係部長・課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 会議 平成18年度東海・北陸地区国立大学学生関係副学長・部課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 会議 平成19年度東海・北陸地区国立大学学生関係副学長・部課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 会議 平成20年度東海・北陸地区国立大学学生関係副学長・部課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 会議 平成21年度東海・北陸地区国立大学学生関係副学長・部課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 会議 平成18年度厚生補導研究協議会 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 会議 平成19年度厚生補導研究協議会 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 会議 平成20年度学生指導研究会・東海地区愛知県支部月例懇談会 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 会議 平成21年度学生指導研究会・東海地区愛知県支部月例懇談会 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 会議 平成20年東海・北陸・近畿地区学生指導研究会東海地区部課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 会議 平成21年東海・北陸・近畿地区学生指導研究会東海地区部課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 会議 平成22年東海・北陸・近畿地区学生指導研究会東海地区部課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 会議 平成23年東海・北陸・近畿地区学生指導研究会東海地区部課長会議 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 会議 平成22年度学外会議 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 会議 平成23年度学外会議 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 会議 三重大学と三重県教育委員会との教育・研究協力に関する協議会 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 概算要求 平成13年度歳出概算要求書及び同付属資料 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
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2002年度 教務企画 概算要求 平成14年度歳出概算要求書及び同付属資料 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 概算要求 平成15年度歳出概算要求書及び同付属資料 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 概算要求 平成13年度基準概算関係資料 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 概算要求 平成14年度基準概算関係資料 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 概算要求 平成15年度基準概算関係資料 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 概算要求・予算要求 平成16年度概算要求・予算要求関係 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 概算要求・予算要求 平成17年度概算要求・予算要求関係 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 概算要求・予算要求 平成18年度概算要求・予算要求関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 概算要求・予算要求 平成19年度概算要求・予算要求関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1991年度 教務企画 学位 平成3年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1992年度 教務企画 学位 平成4年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1993年度 教務企画 学位 平成5年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1994年度 教務企画 学位 平成6年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務企画 学位 平成7年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務企画 学位 平成8年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 学位 平成9年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 学位 平成10年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 学位 平成11年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 学位 平成12年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 学位 平成13年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 学位 平成14年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 学位 平成15年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 学位 平成16年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 学位 平成17年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 学位 平成18年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 学位 平成19年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 学位 平成20年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 学位 平成21年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 学位 平成22年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 学位 平成23年度学位論文審査資料 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1991年度 教務企画 学位 平成3年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1992年度 教務企画 学位 平成4年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1993年度 教務企画 学位 平成5年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1994年度 教務企画 学位 平成6年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務企画 学位 平成7年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務企画 学位 平成8年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 学位 平成9年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 学位 平成10年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 学位 平成11年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 学位 平成12年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 学位 平成13年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 学位 平成14年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 学位 平成15年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 学位 平成16年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 学位 平成17年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 学位 平成18年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 学位 平成19年度論文目録 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 学位 平成20年度学位論文審査結果（修士課程）報告 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 学位 平成21年度学位論文審査結果（修士課程）報告 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 学位 平成22年度学位論文審査結果（修士課程）報告 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 学位 平成23年度学位論文審査結果（修士課程）報告 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
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1993年度 教務企画 学位 平成5年度学位授与許可関係 学務部教務チーム(教務企画) 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1994年度 教務企画 学位 平成6年度学位授与許可関係 学務部教務チーム(教務企画) 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務企画 学位 平成7年度学位授与許可関係 学務部教務チーム(教務企画) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務企画 学位 平成8年度学位授与許可関係 学務部教務チーム(教務企画) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 学位 平成9年度学位授与許可関係 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 学位 平成10年度学位授与許可関係 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 学位 平成11年度学位授与許可関係 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 学位 平成12年度学位授与許可関係 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 学位 平成13年度学位授与許可関係 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 学位 平成14年度学位授与許可関係 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 学位 平成15年度学位記授与関係 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 学位 平成16年度学位記授与関係 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 学位 平成17年度学位記授与関係 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 学位 平成18年度学位記授与関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 学位 平成19年度学位記授与関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 学位 平成20年度学位記授与関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 学位 平成21年度学位記授与関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 学位 平成22年度学位記授与関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 学位 平成23年度学位記授与関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1981年度 教務企画 学生の身分 昭和56年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1982年度 教務企画 学生の身分 昭和57年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1983年度 教務企画 学生の身分 昭和58年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1984年度 教務企画 学生の身分 昭和59年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1985年度 教務企画 学生の身分 昭和60年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1986年度 教務企画 学生の身分 昭和61年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1987年度 教務企画 学生の身分 昭和62年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1988年度 教務企画 学生の身分 昭和63年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1989年度 教務企画 学生の身分 平成元年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1990年度 教務企画 学生の身分 平成2年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1991年度 教務企画 学生の身分 平成3年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1992年度 教務企画 学生の身分 平成4年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1993年度 教務企画 学生の身分 平成5年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1994年度 教務企画 学生の身分 平成6年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務企画 学生の身分 平成7年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務企画 学生の身分 平成8年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 学生の身分 平成9年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 学生の身分 平成10年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 学生の身分 平成11年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 学生の身分 平成12年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 学生の身分 平成13年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 学生の身分 平成14年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 学生の身分 平成15年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 学生の身分 平成16年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 学生の身分 平成17年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 学生の身分 平成18年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 学生の身分 平成19年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 学生の身分 平成20年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 学生の身分 平成21年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 学生の身分 平成22年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 学生の身分 平成23年度除籍関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1981年度 教務企画 学生の身分 昭和56年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
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1982年度 教務企画 学生の身分 昭和57年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1983年度 教務企画 学生の身分 昭和58年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1984年度 教務企画 学生の身分 昭和59年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1985年度 教務企画 学生の身分 昭和60年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1986年度 教務企画 学生の身分 昭和61年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1987年度 教務企画 学生の身分 昭和62年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1988年度 教務企画 学生の身分 昭和63年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1989年度 教務企画 学生の身分 平成元年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1990年度 教務企画 学生の身分 平成2年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1991年度 教務企画 学生の身分 平成3年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1992年度 教務企画 学生の身分 平成4年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1993年度 教務企画 学生の身分 平成5年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1994年度 教務企画 学生の身分 平成6年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務企画 学生の身分 平成7年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務企画 学生の身分 平成8年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 学生の身分 平成9年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 学生の身分 平成10年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 学生の身分 平成11年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 学生の身分 平成12年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 学生の身分 平成13年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 学生の身分 平成14年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 学生の身分 平成15年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 学生の身分 平成16年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 学生の身分 平成17年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 学生の身分 平成18年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 学生の身分 平成19年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 学生の身分 平成20年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 学生の身分 平成21年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 学生の身分 平成22年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 学生の身分 平成23年度退学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1981年度 教務企画 学生の身分 昭和56年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1982年度 教務企画 学生の身分 昭和57年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1983年度 教務企画 学生の身分 昭和58年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1984年度 教務企画 学生の身分 昭和59年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1985年度 教務企画 学生の身分 昭和60年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1986年度 教務企画 学生の身分 昭和61年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1987年度 教務企画 学生の身分 昭和62年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1988年度 教務企画 学生の身分 昭和63年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1989年度 教務企画 学生の身分 平成元年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1990年度 教務企画 学生の身分 平成2年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1991年度 教務企画 学生の身分 平成3年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1992年度 教務企画 学生の身分 平成4年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1993年度 教務企画 学生の身分 平成5年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1994年度 教務企画 学生の身分 平成6年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務企画 学生の身分 平成7年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務企画 学生の身分 平成8年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 学生の身分 平成9年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 学生の身分 平成10年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 学生の身分 平成11年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 学生の身分 平成12年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 学生の身分 平成13年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
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2002年度 教務企画 学生の身分 平成14年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 学生の身分 平成15年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 学生の身分 平成16年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 学生の身分 平成17年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 学生の身分 平成18年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 学生の身分 平成19年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 学生の身分 平成20年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 学生の身分 平成21年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 学生の身分 平成22年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 学生の身分 平成23年度休学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1981年度 教務企画 学生の身分 昭和56年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1982年度 教務企画 学生の身分 昭和57年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1983年度 教務企画 学生の身分 昭和58年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1984年度 教務企画 学生の身分 昭和59年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1985年度 教務企画 学生の身分 昭和60年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1986年度 教務企画 学生の身分 昭和61年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1987年度 教務企画 学生の身分 昭和62年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1988年度 教務企画 学生の身分 昭和63年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1989年度 教務企画 学生の身分 平成元年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1990年度 教務企画 学生の身分 平成2年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1991年度 教務企画 学生の身分 平成3年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1992年度 教務企画 学生の身分 平成4年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1993年度 教務企画 学生の身分 平成5年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1994年度 教務企画 学生の身分 平成6年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務企画 学生の身分 平成7年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務企画 学生の身分 平成8年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 学生の身分 平成9年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 学生の身分 平成10年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 学生の身分 平成11年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 学生の身分 平成12年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 学生の身分 平成13年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 学生の身分 平成14年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 学生の身分 平成15年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 学生の身分 平成16年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 学生の身分 平成17年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 学生の身分 平成18年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 学生の身分 平成19年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 学生の身分 平成20年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 学生の身分 平成21年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 学生の身分 平成22年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 学生の身分 平成23年度復学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1981年度 教務企画 学生の身分 昭和56年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1982年度 教務企画 学生の身分 昭和57年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1983年度 教務企画 学生の身分 昭和58年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1984年度 教務企画 学生の身分 昭和59年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1985年度 教務企画 学生の身分 昭和60年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1986年度 教務企画 学生の身分 昭和61年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1987年度 教務企画 学生の身分 昭和62年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1988年度 教務企画 学生の身分 昭和63年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1989年度 教務企画 学生の身分 昭和元年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1990年度 教務企画 学生の身分 平成2年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
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1991年度 教務企画 学生の身分 平成3年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1992年度 教務企画 学生の身分 平成4年度入学・編入学・卒業関係 学務部教務チーム(教務企画) 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1993年度 教務企画 学生の身分 平成5年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1994年度 教務企画 学生の身分 平成6年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務企画 学生の身分 平成7年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務企画 学生の身分 平成8年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 学生の身分 平成9年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 学生の身分 平成10年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 学生の身分 平成11年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 学生の身分 平成12年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 学生の身分 平成13年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 学生の身分 平成14年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 学生の身分 平成15年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 学生の身分 平成16年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 学生の身分 平成17年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 学生の身分 平成18年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 学生の身分 平成19年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 学生の身分 平成20年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 学生の身分 平成21年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 学生の身分 平成22年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 学生の身分 平成23年度学生懲戒関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 監守 平成13年度国有財産監守計画 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 監守 平成14年度国有財産監守計画 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 監守 平成15年度国有財産監守計画 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1968年度 教務企画 規程 諸規程等の制定改廃関係 学務部教務チーム(教務企画) 1969/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 給与支給 平成18年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 給与支給 平成19年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 給与支給 平成20年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 給与支給 平成21年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 給与支給 平成22年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 給与支給 平成23年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 給与支給 平成18年度基準給与簿 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 給与支給 平成19年度基準給与簿 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 給与支給 平成20年度基準給与簿 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 給与支給 平成21年度基準給与簿 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 給与支給 平成22年度基準給与簿 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 給与支給 平成23年度基準給与簿 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 教務 平成20年度高大連携関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 教務 平成21年度高大連携関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 教務 平成22年度高大連携関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 教務 平成23年度高大連携関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 教務 平成21年度市民開放授業関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 教務 平成22年度市民開放授業関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 教務 平成23年度市民開放授業関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 教務 平成18年度博士課程奨励制度に基づく学業成績等優秀学生 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 教務 平成19年度博士課程奨励制度に基づく学業成績等優秀学生 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 教務 平成20年度博士課程奨励制度に基づく学業成績等優秀学生 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 教務 平成21年度博士課程奨励制度に基づく学業成績等優秀学生 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 教務 平成22年度博士課程奨励制度に基づく学業成績等優秀学生 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 教務 平成23年度博士課程奨励制度に基づく学業成績等優秀学生 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 教務 平成23年度学業成績優秀学生学長表彰関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
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2006年度 教務企画 教務 平成18年度放送大学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 教務 平成19年度放送大学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 教務 平成20年度放送大学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 教務 平成21年度放送大学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 教務 平成22年度放送大学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 教務 平成23年度放送大学関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 建物管理 平成16年度建物管理計画 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 建物管理 平成17年度建物管理計画 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 建物管理 平成18年度建物管理計画 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 建物管理 平成19年度建物管理計画 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 建物管理 平成20年度建物管理計画 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 建物管理 平成21年度建物管理計画 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 建物管理 平成22年度建物管理計画 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 建物管理 平成23年度建物管理計画 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 研修 平成20年度東海・北陸地区学生指導研究会 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 研修 平成21年度東海・北陸地区学生指導研究会 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 研修 平成20年度東海・北陸地区学生指導研修会 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 研修 平成21年度東海・北陸地区学生指導研修会 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 研修 平成22年度全国学生指導担当教員研修会 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 研修 平成23年度全国学生指導担当教員研修会 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 研修 平成21年度学生支援に関わる教職員の研修会 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 研修 平成22年度学生支援に関わる教職員の研修会 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 研修 平成23年度学生支援に関わる教職員の研修会 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 公用車運行 平成18年度タクシーチケット関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 公用車運行 平成19年度タクシーチケット関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 公用車運行 平成20年度タクシーチケット関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 公用車運行 平成21年度タクシーチケット関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 公用車運行 平成22年度タクシーチケット関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 公用車運行 平成23年度タクシーチケット関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1950年度 教務企画 広報 学生便覧（保存用） 学務部教務チーム(教務企画) 1951/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 広報 平成18年度学生便覧 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 広報 平成19年度学生便覧 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 広報 平成20年度学生便覧 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 広報 平成21年度学生便覧 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 広報 平成22年度学生便覧 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 広報 平成23年度学生便覧 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 広報 平成18年度入学手続要項 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 広報 平成19年度入学手続要項 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 広報 平成20年度入学手続要項 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 広報 平成21年度入学手続要項 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 広報 平成22年度入学手続要項 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 広報 平成23年度入学手続要項 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1968年度 教務企画 広報 学園だより（保存用） 学務部教務チーム(教務企画) 1969/4/1 常用 － 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 国有財産 平成18年度講堂使用許可 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 体験 平成20年度介護等体験関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 体験 平成21年度介護等体験関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 体験 平成22年度介護等体験関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 体験 平成23年度介護等体験関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 調査 平成18年度卒業者数調 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 調査 平成19年度卒業者数調 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 調査 平成20年度卒業者数調 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
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2009年度 教務企画 調査 平成21年度卒業者数調 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 調査 平成22年度卒業者数調 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 調査 平成23年度卒業者数調 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 通知 平成19年度他大学シンポジウム等開催案内 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 通知 平成20年度他大学シンポジウム等開催案内 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 通知 平成21年度他大学シンポジウム等開催案内 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 通知 平成22年度他大学シンポジウム等開催案内 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 通知 平成23年度他大学シンポジウム等開催案内 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 通知、調査報告 平成18年度教員免許状取得状況・教員就職状況調査 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 通知、調査報告 平成19年度教員免許状取得状況・教員就職状況調査 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 通知、調査報告 平成20年度教員免許状取得状況・教員就職状況調査 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 通知、調査報告 平成21年度教員免許状取得状況・教員就職状況調査 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 通知、調査報告 平成22年度教員免許状取得状況・教員就職状況調査 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 通知、調査報告 平成23年度教員免許状取得状況・教員就職状況調査 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 通知、調査報告 平成18年度学校基本調査 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 通知、調査報告 平成19年度学校基本調査 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 通知、調査報告 平成20年度学校基本調査 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 通知、調査報告 平成21年度学校基本調査 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 通知、調査報告 平成22年度学校基本調査 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 通知、調査報告 平成23年度学校基本調査 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 通知、調査報告 平成9年度学位授与報告書（文部省） 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 通知、調査報告 平成10年度学位授与報告書（文部省） 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 通知、調査報告 平成11年度学位授与報告書（文部省） 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 通知、調査報告 平成12年度学位授与報告書（文部省） 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 通知、調査報告 平成13年度学位授与報告書（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 通知、調査報告 平成14年度学位授与報告書（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 通知、調査報告 平成15年度学位授与報告書（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 通知、調査報告 平成16年度学位授与報告書（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 通知、調査報告 平成17年度学位授与報告書（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 通知、調査報告 平成18年度学位授与報告書（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 通知、調査報告 平成19年度学位授与報告書（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 通知、調査報告 平成20年度学位授与報告書（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 通知、調査報告 平成21年度学位授与報告書（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 通知、調査報告 平成22年度学位授与報告書（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 通知、調査報告 平成23年度学位授与報告書(文部科学省) 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務企画 通知、調査報告 平成7年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務企画 通知、調査報告 平成8年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 通知、調査報告 平成9年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 通知、調査報告 平成10年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 通知、調査報告 平成11年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 通知、調査報告 平成12年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 通知、調査報告 平成13年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 通知、調査報告 平成14年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 通知、調査報告 平成15年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 通知、調査報告 平成16年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 通知、調査報告 平成17年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 通知、調査報告 平成18年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 通知、調査報告 平成19年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 通知、調査報告 平成20年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 通知、調査報告 平成21年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 通知、調査報告 平成22年度学位論文提出関係（国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
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2011年度 教務企画 通知、調査報告 平成23年度学位論文提出関係(国立国会図書館） 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務企画 通知、調査報告 平成7年度学位授与名簿（学術情報センター） 学務部教務チーム(教務企画) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務企画 通知、調査報告 平成8年度学位授与名簿（学術情報センター） 学務部教務チーム(教務企画) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 通知、調査報告 平成9年度学位授与名簿（学術情報センター） 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 通知、調査報告 平成10年度学位授与名簿（学術情報センター） 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 通知、調査報告 平成11年度学位授与名簿（学術情報センター） 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 通知、調査報告 平成12年度学位授与名簿（学術情報センター） 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 通知、調査報告 平成13年度学位授与名簿（学術情報センター） 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 通知、調査報告 平成14年度学位授与名簿（学術情報センター） 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 通知、調査報告 平成15年度学位授与名簿（学術情報センター） 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 通知、調査報告 平成16年度学位授与名簿（学術情報センター） 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1994年度 教務企画 通知、調査報告 平成6年度学位授与調査（文部省） 学務部教務チーム(教務企画) 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務企画 通知、調査報告 平成7年度学位授与調査（文部省） 学務部教務チーム(教務企画) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務企画 通知、調査報告 平成8年度学位授与調査（文部省） 学務部教務チーム(教務企画) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務企画 通知、調査報告 平成9年度学位授与調査（文部省） 学務部教務チーム(教務企画) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務企画 通知、調査報告 平成10年度学位授与調査（文部省） 学務部教務チーム(教務企画) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務企画 通知、調査報告 平成11年度学位授与調査（文部省） 学務部教務チーム(教務企画) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務企画 通知、調査報告 平成12年度学位授与調査（文部省） 学務部教務チーム(教務企画) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 通知、調査報告 平成13年度学位授与調査（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 通知、調査報告 平成14年度学位授与調査（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 通知、調査報告 平成15年度学位授与調査（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 通知、調査報告 平成16年度学位授与調査（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 通知、調査報告 平成17年度学位授与調査（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 通知、調査報告 平成18年度学位授与調査（文部科学省） 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 通知、調査報告 平成19年度学位授与調査（独立行政法人・大学評価・学位授与機構） 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 通知、調査報告 平成20年度学位授与調査（独立行政法人・大学評価・学位授与機構） 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 通知、調査報告 平成21年度学位授与調査（独立行政法人・大学評価・学位授与機構） 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 通知、調査報告 平成22年度学位授与調査（独立行政法人・大学評価・学位授与機構） 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 通知、調査報告 平成23年度学位授与調査（独立行政法人・大学評価・学位授与機構） 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 通知、調査報告 平成18年度遠隔事業室関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 通知、調査報告 平成19年度遠隔事業室関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 通知、調査報告 平成20年度遠隔事業室関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 内地留学生 平成18年度産業教育内地留学生受入許可 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 内地留学生 平成18年度特殊教育内地留学生受入許可 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 内地留学生 平成18年度内地留学生受入許可 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 内地留学生 平成18年度産業教育内地留学生受入報告 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 服務・勤務時間 平成17年出勤簿 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 服務・勤務時間 平成18年出勤簿 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 服務・勤務時間 平成19年出勤簿 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 服務・勤務時間 平成20年出勤簿 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 服務・勤務時間 平成21年出勤簿 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 服務・勤務時間 平成22年出勤簿 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 服務・勤務時間 平成23年出勤簿 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 服務・勤務時間 平成18年休暇簿 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 服務・勤務時間 平成19年休暇簿 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 服務・勤務時間 平成20年休暇簿 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 服務・勤務時間 平成21年休暇簿 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 服務・勤務時間 平成22年休暇簿 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 服務・勤務時間 平成23年休暇簿 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 服務・勤務時間 平成18年職務専念義務免除関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 服務・勤務時間 平成19年職務専念義務免除関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
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2008年度 教務企画 服務・勤務時間 平成20年職務専念義務免除関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 服務・勤務時間 平成21年職務専念義務免除関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 服務・勤務時間 平成22年職務専念義務免除関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 服務・勤務時間 平成23年職務専念義務免除関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 服務・勤務時間 平成18年度超過勤務命令簿 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 服務・勤務時間 平成19年度超過勤務命令簿 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 服務・勤務時間 平成20年度超過勤務命令簿 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 服務・勤務時間 平成21年度超過勤務命令簿 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 服務・勤務時間 平成22年度超過勤務命令簿 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 服務・勤務時間 平成23年度超過勤務命令簿 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 服務・勤務時間 平成18年週休日等の振替簿 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 服務・勤務時間 平成19年週休日等の振替簿 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 服務・勤務時間 平成20年週休日等の振替簿 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 服務・勤務時間 平成21年週休日等の振替簿 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 服務・勤務時間 平成22年週休日等の振替簿 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 服務・勤務時間 平成23年週休日等の振替簿 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 服務・勤務時間 平成18年度兼業・研修関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 服務・勤務時間 平成19年度兼業・研修関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 服務・勤務時間 平成22年度兼業・研修関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 服務・勤務時間 平成23年度兼業・研修関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 補助金 平成18年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 補助金 平成18年度派遣型高度人材育成共同プラン公募関係 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 補助金 平成19年度派遣型高度人材育成共同プラン公募関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 補助金 平成20年産学連携による実践型人材育成事業（長期インターシッププログラム開発） 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 補助金 平成21年産学連携による実践型人材育成事業（長期インターシッププログラム開発） 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 補助金 平成18年度大学教育改革支援プログラム（特色GP他） 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 補助金 平成19年度大学教育改革支援プログラム（特色GP他） 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 補助金 平成19年度大学教育改革支援プログラム（現代GP他） 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 補助金 平成20年度大学教育改革支援プログラム（教育GP・院GP） 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 補助金 平成20年度大学教育改革支援プログラム（特色・現代GP等） 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 補助金 平成21年度大学教育改革支援プログラム（教育GP・院GP） 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 補助金 平成21年度大学教育改革支援プログラム（大学教育推進プログラム等） 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 補助金 平成22年度大学教育改革支援プログラム（特色GP・教育GP・現代GP・院GP） 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 補助金 平成22年度大学教育改革支援プログラム（大学教育推進プログラム等） 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 補助金 平成23年度大学教育改革支援プログラム（テーマA） 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 補助金 平成19年度各種大学教育改革支援プログラム（学内選考） 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 補助金 平成20年度各種大学教育改革支援プログラム（学内選考） 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 補助金 平成21年度各種大学教育改革支援プログラム（学内選考） 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 補助金 平成18年度三重大学教育GP 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 補助金 平成19年度三重大学教育GP 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 補助金 平成20年度三重大学教育GP 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 補助金 平成21年度三重大学教育GP 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 補助金 平成22年度三重大学教育GP 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 補助金 平成23年度三重大学教育GP 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 防火管理、消防 平成13年度消防計画書 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 防火管理、消防 平成14年度消防計画書 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務企画 防火管理、消防 平成15年度消防計画書 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 防火管理、消防 平成16年度消防計画書 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 防火管理、消防 平成17年度消防計画書 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務企画 防火管理、消防 平成13年度消防設備点検結果報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務企画 防火管理、消防 平成14年度消防設備点検結果報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
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2003年度 教務企画 防火管理、消防 平成15年度消防設備点検結果報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務企画 防火管理、消防 平成16年度消防設備点検結果報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務企画 防火管理、消防 平成17年度消防設備点検結果報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 防火管理、消防 平成18年度学務部消防計画 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 防火管理、消防 平成19年度学務部消防計画 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 防火管理、消防 平成20年度学務部消防計画 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 防火管理、消防 平成21年度学務部消防計画 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 防火管理、消防 平成22年度学務部消防計画 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 防火管理、消防 平成23年度学務部消防計画 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 予算 平成19年度学務部予算関係 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 予算 平成20年度学務部予算関係 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 予算 平成21年度学務部予算関係 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 予算 平成22年度学務部予算関係 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 予算 平成23年度学務部予算関係 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 予算 平成18年度予算差引補助簿 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 予算 平成19年度予算差引補助簿 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 予算 平成20年度予算差引補助簿 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 予算 平成21年度予算差引補助簿 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 予算 平成22年度予算差引補助簿 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 予算 平成23年度予算差引補助簿 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 予算 平成22年度予算関係（HEDC) 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 予算 平成23年度予算関係（HEDC) 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 旅行発令等 平成19年度旅行命令書 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 旅行発令等 平成18年度出張復命書 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 旅行発令等 平成19年度出張復命書 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 旅行発令等 平成20年度旅行命令簿・出張報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 旅行発令等 平成21年度旅行命令簿・出張報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 旅行発令等 平成22年度旅行命令簿・出張報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 旅行発令等 平成23年度旅行命令簿・出張報告書 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務企画 旅行発令等 平成18年度出張命令・依頼伺 学務部教務チーム(教務企画) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務企画 旅行発令等 平成19年度出張命令・依頼伺 学務部教務チーム(教務企画) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務企画 旅行発令等 平成20年度出張命令・依頼伺 学務部教務チーム(教務企画) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務企画 旅行発令等 平成21年度出張命令・依頼伺 学務部教務チーム(教務企画) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 旅行発令等 平成22年度出張命令・依頼伺 学務部教務チーム(教務企画) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 旅行発令等 平成23年度出張命令・依頼伺 学務部教務チーム(教務企画) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 会議 平成20年度教員免許更新講習実施委員会 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 会議 平成20年度教員免許状更新講習実施委員会関係1 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 会議 平成20年度教員免許状更新講習実施委員会関係2 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 会議 平成21年度教員免許状更新講習実施委員会関係 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 会議 平成22年度実施委員会・運営部会・企画部会 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 会議 平成23年度実施委員会・運営部会・企画部会 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 会議 平成21・22年度三重県教員免許状更新講習連絡協議会 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 会議 平成23年度三重県教員免許状更新講習連絡協議会 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2012年度末 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 会議 平成21・22年度近畿地区情報交換会 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 協力金 平成21・22・23・24年度教員免許状更新講習協力金関係 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 完了後5年 ― 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 広報 平成20・21・22・23・24年度　三重大学教員免許状更新講習事業報告書 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 完了後5年 ― 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 試験答案 平成20年度予備講習　当日受付名簿、事後評価書、履修認定試験答案 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度履修認定試験答案　第1期選択講習 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度履修認定試験答案　第2期選択講習1 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度履修認定試験答案　第2期選択講習2 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度履修認定試験答案　第2期選択講習3 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
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2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度履修認定試験答案　第2期必修講習 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度第Ⅱ期必修講習答案（三重大学会場） 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度履修認定答案　第4期選択講習 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度履修認定答案　第3期選択講習 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度第1期履修認定試験答案 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度第1期必修講習答案（伊賀会場） 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度第2期必修講習　履修認定試験答案 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度第3期必修講習　履修認定試験答案 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 試験答案 平成21年度第4期必修講習　履修認定試験答案 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 試験答案 平成22年度　選択講習　答案1～16 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 試験答案 平成22年度　選択講習　答案17～28 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 試験答案 平成22年度　選択講習　答案21、29～46 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 試験答案 平成22年度　選択講習　答案47～66 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 試験答案 平成22年度　選択講習　答案67～88 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 試験答案 平成22年度　選択講習　答案88～110 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 試験答案 平成22年度　必修講習　答案1～2 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 試験答案 平成22年度　必修講習　答案3～4 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 試験答案 平成22年度　必修講習　答案5～6 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 試験答案 平成22年度　必修講習　答案7～8 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　選択講習　答案1～20 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　選択講習　答案11～20 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　選択講習　答案21～28,108 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　選択講習　答案29～35 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　選択講習　答案36～50,110 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　選択講習　答案51～59,44 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　選択講習　答案60～77,111 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　選択講習　答案78～86,109,112～114 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　選択講習　答案87～96,115 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　選択講習　答案97～107,106 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　必修講習　答案1～2 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　必修講習　答案3～4 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　必修講習　答案5～6 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 試験答案 平成23年度　必修講習　答案7～8 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 資料 平成20年度予備講習実践事例発表会資料 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 資料 平成20年度他大学予備講習案内 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 資料 平成20年度教員免許更新講習関係 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 資料 平成21年度教員免許更新講習資料1 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 資料 平成21年度教員免許更新講習資料2 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 資料 平成21年度教員免許更新講習資料3 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 資料 平成21・22年度更新講習事務システム関係 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 資料 平成22年度講習連絡票 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 資料 平成22年度教員免許状更新講習事務代行関係 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 資料 平成23年度教員免許状更新講習事務代行関係 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 受講申込書 平成20年度受講申込書　受講者（抽選当選者） 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 受講申込書 平成20年度受講申込書　受講不可（抽選はずれ） 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 受講申込書 平成20年度受講申込書　受講不可（抽選はずれ） 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 受講申込書 平成20年度受講申込書　受講不可（抽選はずれ） 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 受講申込書 平成21年度　第Ⅱ期～第Ⅳ期　受講申込書 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 受講申込書 平成21年度受講済み申込書　 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 受講申込書 平成21年度受講済み申込書　 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 受講申込書 平成21年度受講済み申込書　 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
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2009年度 教員免許 受講申込書 平成21年度受講済み申込書　 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 受講申込書 平成21年度受講済み申込書　 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 受講申込書 平成21年度受講済み申込書　 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 受講申込書 平成21年度受講済み申込書　 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 受講申込書 平成21年度受講済み申込書　 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 受講申込書 平成21年度受講済み申込書　 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 受講申込書 平成21年度附属学校教員受講申込関係 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 受講申込書 平成22年度受講申込書　必修1 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 受講申込書 平成22年度受講申込書　必修2 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 受講申込書 平成22年度受講申込書3 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 受講申込書 平成22年度受講申込書4 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 受講申込書 平成22年度受講申込書5 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 受講申込書 平成22年度受講申込書6 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 受講申込書 平成22年度受講申込書7 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 受講申込書 平成22年度受講申込書8 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 受講申込書 平成22年度受講申込書9 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 受講申込書 平成23年度受講申込書1 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 受講申込書 平成23年度受講申込書2 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 受講申込書 平成23年度受講申込書3 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 受講申込書 平成22年度受講申込状況 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 調査 平成20年度教員免許状更新講習についてのアンケート調査 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第1～4期更新講習　講師振り返り　 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第1期受講者評価書1 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第1期選択講習受講者評価書 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第2期選択講習受講者評価書1 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第2期選択講習受講者評価書2 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第3期選択講習受講者評価書 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第4期選択講習受講者評価書 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第1期必修講習　受講者評価書　2 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第2期必修講習　受講者評価書　1　三重大学 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査　 平成21年度第2期必修講習　受講者評価書　2　三重大学 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第2期必修講習　受講者評価書　　　北勢会場 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第3期必修講習　受講者評価書 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 調査 平成21年度第4期必修講習　受講者評価書 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 調査 平成22年度受講者評価書　1 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 調査 平成22年度受講者評価書　2 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 調査 平成22年度受講者評価書　3 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 調査 平成22年度受講者評価書　4 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 調査 平成22年度受講者評価書　5 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 調査 平成22年度受講者評価書　6 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 調査 平成22年度受講者評価書　7 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 調査 平成23年度受講者評価書　1 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 調査 平成23年度受講者評価書　2 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 調査 平成23年度受講者評価書　3 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 調査 平成23年度受講者評価書　4 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 調査 平成23年度受講者評価書　5 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 調査 平成23年度受講者評価書　6 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 調査 平成23年度受講者評価書　7 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 調査 平成23年度受講者評価書　8 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 調査 平成23年度受講者評価書　9 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 賃金 平成21・22年度教免更新講習賃金謝金関係 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
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2010年度 教員免許 賃金 平成22年度賃金関係（講習補助員等） 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 賃金 平成23年度賃金関係（講習補助員等) 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教員免許 通知 平成20年度通知文書等（文科省） 学務部教務チーム(教員免許) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教員免許 認定申請書 平成22年度更新講習認定申請関係 学務部教務チーム(教員免許) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教員免許 認定申請書 平成23年度更新講習認定申請関係 学務部教務チーム(教員免許) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務所 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教員免許 服務・勤務時間 平成21年度勤務時間報告書　教員免許状更新講習 学務部教務チーム(教員免許) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1993年度 教務調査 学生の身分 平成5年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1994年度 教務調査 学生の身分 平成6年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1995年度 教務調査 学生の身分 平成7年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1996年度 教務調査 学生の身分 平成8年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務調査 学生の身分 平成9年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務調査 学生の身分 平成10年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務調査 学生の身分 平成11年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2000年度 教務調査 学生の身分 平成12年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務調査 学生の身分 平成13年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務調査 学生の身分 平成14年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務調査 学生の身分 平成15年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務調査 学生の身分 平成16年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務調査 学生の身分 平成17年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務調査 学生の身分 平成18年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務調査 学生の身分 平成19年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務調査 学生の身分 平成20年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務調査 学生の身分 平成21年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務調査 学生の身分 平成22年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務調査 学生の身分 平成23年度入学・編入学関係 学務部教務チーム(教務調査) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務調査 会議 平成13年度教務事務電算処理委員会 学務部教務チーム(教務調査) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務調査 調査 平成18年度学生数調 学務部教務チーム(教務調査) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務調査 調査 平成19年度学生数調 学務部教務チーム(教務調査) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務調査 調査 平成20年度学生数調 学務部教務チーム(教務調査) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務調査 調査 平成21年度学生数調 学務部教務チーム(教務調査) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務調査 調査 平成22年度学生数調 学務部教務チーム(教務調査) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務調査 調査 平成23年度学生数調 学務部教務チーム(教務調査) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務調査 調査 平成18年度入学者数調 学務部教務チーム(教務調査) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務調査 調査 平成19年度入学者数調 学務部教務チーム(教務調査) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務調査 調査 平成20年度入学者数調 学務部教務チーム(教務調査) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務調査 調査 平成21年度入学者数調 学務部教務チーム(教務調査) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務調査 調査 平成22年度入学者数調 学務部教務チーム(教務調査) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務調査 調査 平成23年度入学者数調 学務部教務チーム(教務調査) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務調査 学生調書 平成14年度学生調書 学務部教務チーム(教務調査) 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務調査 学生調書 平成15年度学生調書 学務部教務チーム(教務調査) 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務調査 学生調書 平成16年度学生調書 学務部教務チーム(教務調査) 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務調査 学生調書 平成17年度学生調書 学務部教務チーム(教務調査) 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務調査 学生調書 平成18年度学生調書 学務部教務チーム(教務調査) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務調査 学生調書 平成19年度学生調書 学務部教務チーム(教務調査) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務調査 学生調書 平成20年度学生調書 学務部教務チーム(教務調査) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務調査 学生調書 平成21年度学生調書 学務部教務チーム(教務調査) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務調査 学生調書 平成22年度学生調書 学務部教務チーム(教務調査) 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務調査 学生調書 平成23年度学生調書 学務部教務チーム(教務調査) 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
1997年度 教務調査 電算処理 平成9年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 1998/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
1998年度 教務調査 電算処理 平成10年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 1999/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
1999年度 教務調査 電算処理 平成11年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2000/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
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2000年度 教務調査 電算処理 平成12年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2001/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 教務調査 電算処理 平成13年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2002/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2002年度 教務調査 電算処理 平成14年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2003/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2003年度 教務調査 電算処理 平成15年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2004/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2004年度 教務調査 電算処理 平成16年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2005/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 教務調査 電算処理 平成17年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2006/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務調査 電算処理 平成18年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2007/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務調査 電算処理 平成19年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2008/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務調査 電算処理 平成20年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2009/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務調査 電算処理 平成21年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2010/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務調査 電算処理 平成22年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2011/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務調査 電算処理 平成23年度入学学部生学籍簿 学務部教務チーム(教務調査) 2012/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 教務調査 電算処理 平成18年度証明書発行台帳 学務部教務チーム(教務調査) 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 教務調査 電算処理 平成19年度証明書発行台帳 学務部教務チーム(教務調査) 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 教務調査 電算処理 平成20年度証明書発行台帳 学務部教務チーム(教務調査) 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 教務調査 電算処理 平成21年度証明書発行台帳 学務部教務チーム(教務調査) 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務調査 電算処理 平成22年度証明書発行台帳 学務部教務チーム(教務調査) 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務調査 電算処理 平成23年度証明書発行台帳 学務部教務チーム(教務調査) 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 ＴＡ 平成18年度ＴＡ採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 ＴＡ 平成19年度ＴＡ採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 ＴＡ 平成20年度ＴＡ採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 ＴＡ 平成21年度ＴＡ採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 ＴＡ 平成22年度ＴＡ採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 ＴＡ 平成23年度TA採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 ＴＡ 平成18年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 ＴＡ 平成19年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 ＴＡ 平成20年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 ＴＡ 平成21年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 ＴＡ 平成22年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 ＴＡ 平成23年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 ＴＡ 平成18年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 ＴＡ 平成19年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 ＴＡ 平成20年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 ＴＡ 平成21年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 ＴＡ 平成22年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 ＴＡ 平成23年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 共通教育 会議 平成13年度共通教育委員会 学務部教務チーム(共通教育) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2002年度 共通教育 会議 平成14年度共通教育委員会 学務部教務チーム(共通教育) 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2003年度 共通教育 会議 平成15年度共通教育委員会 学務部教務チーム(共通教育) 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2004年度 共通教育 会議 平成16年度共通教育委員会 学務部教務チーム(共通教育) 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 共通教育 会議 平成17年度共通教育センター会議 学務部教務チーム(共通教育) 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 共通教育 会議 平成17年度共通教育センター運営会議 学務部教務チーム(共通教育) 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 会議 平成18年度共通教育センター会議 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 会議 平成18年度共通教育センター運営会議 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 会議 平成19年度共通教育センター会議 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 会議 平成19年度共通教育センター運営会議 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 会議 平成20年度共通教育センター会議 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 会議 平成20年度共通教育センター運営会議 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 会議 平成21年度共通教育センター会議 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 会議 平成21年度共通教育センター運営会議 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 会議 平成22年度共通教育センター会議 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
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2010年度 共通教育 会議 平成22年度共通教育センター運営会議 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 会議 平成23年度共通教育センター会議 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 会議 平成23年度共通教育センター運営会議 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 会議 平成20年度高等教育創造開発センター会議 学務部教務チーム(HEDC) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 会議 平成21年度高等教育創造開発センター会議 学務部教務チーム(HEDC) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 会議 平成22年度高等教育創造開発センター会議 学務部教務チーム(HEDC) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 会議 平成23年度高等教育創造開発センター会議 学務部教務チーム(HEDC) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 会議 平成18年度国立大学教養教育実施組織会議 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 会議 平成19年度国立大学教養教育実施組織会議 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 共通教育 会議 平成13年度共通教育自己点検・評価委員会 学務部教務チーム(共通教育) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2002年度 共通教育 会議 平成14年度共通教育自己点検・評価委員会 学務部教務チーム(共通教育) 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2003年度 共通教育 会議 平成15年度共通教育自己点検・評価委員会 学務部教務チーム(共通教育) 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2004年度 共通教育 会議 平成16年度共通教育自己点検・評価委員会 学務部教務チーム(共通教育) 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 教務 平成18年度共通教育履修案内 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 教務 平成19年度共通教育履修案内 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 教務 平成20年度共通教育履修案内 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 教務 平成21年度共通教育履修案内 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 教務 平成22年度共通教育履修案内 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 教務 平成23年度共通教育履修案内 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 教務 平成18年度共通教育シラバス 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 教務 平成19年度共通教育シラバス 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 教務 平成20年度共通教育シラバス 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 教務 平成21年度共通教育シラバス 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 教務 平成22年度共通教育シラバス 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 教務 平成23年度共通教育シラバス 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 教務 平成18年度共通教育授業時間割表 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 教務 平成19年度共通教育授業時間割表 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 教務 平成20年度共通教育授業時間割表 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 教務 平成21年度共通教育授業時間割表 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 教務 平成22年度共通教育授業時間割表 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 教務 平成23年度共通教育授業時間割表 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 教務 平成18年度共通教育単位修得関係 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 教務 平成19年度共通教育単位修得関係 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 教務 平成20年度共通教育単位修得関係 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 教務 平成21年度共通教育単位修得関係 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 教務 平成22年度共通教育単位修得関係 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 教務 平成23年度共通教育単位修得関係 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 広報 平成17年度大学教育研究「三重大学授業研究交流誌」第14号 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 広報 平成18年度大学教育研究「三重大学授業研究交流誌」第15号 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 広報 平成19年度大学教育研究「三重大学授業研究交流誌」第15号 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 広報 平成20年度大学教育研究「三重大学授業研究交流誌」第15号 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 広報 平成21年度大学教育研究「三重大学授業研究交流誌」第15号 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 広報 平成22年度大学教育研究「三重大学授業研究交流誌」第15号 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 広報 平成18年度MIU発行関係 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 広報 平成19年度MIU発行関係 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 広報 平成20年度MIU発行関係 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 広報 平成21年度MIU発行関係 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 広報 平成22年度MIU発行関係 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 広報 平成23年度MIU発行関係 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 施設使用 平成18年度資産使用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 施設使用 平成19年度資産使用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
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2008年度 共通教育 施設使用 平成20年度資産使用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 施設使用 平成21年度資産使用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 施設使用 平成22年度資産使用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 施設使用 平成23年度資産使用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 謝金 平成19年度謝金関係 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 謝金 平成20年度謝金関係 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 謝金 平成21年度謝金関係 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 謝金 平成22年度謝金関係 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 謝金 平成23年度謝金関係 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 調査報告 平成20年度各種調査 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 調査報告 平成21年度各種調査 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 調査報告 平成22年度各種調査 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 調査報告 平成23年度各種調査 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 非常勤講師 平成18年度非常勤講師採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 非常勤講師 平成19年度非常勤講師採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 非常勤講師 平成20年度非常勤講師採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 非常勤講師 平成21年度非常勤講師採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 非常勤講師 平成22年度非常勤講師採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 非常勤講師 平成23年度非常勤講師採用計画 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 非常勤講師 平成18年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 非常勤講師 平成19年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 非常勤講師 平成20年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 非常勤講師 平成21年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 非常勤講師 平成22年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 非常勤講師 平成23年度出勤簿 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 非常勤講師 平成18年度旅行命令簿 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 非常勤講師 平成19年度旅行命令簿 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 非常勤講師 平成20年度旅行命令簿 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 非常勤講師 平成21年度旅行命令簿 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 非常勤講師 平成22年度旅行命令簿 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 非常勤講師 平成23年度旅行命令簿 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 非常勤講師 平成18年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 非常勤講師 平成19年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 非常勤講師 平成20年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 非常勤講師 平成21年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 非常勤講師 平成22年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 共通教育 非常勤講師 平成23年度勤務時間報告書 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1997年度 共通教育 非常勤講師 平成9年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1998年度 共通教育 非常勤講師 平成10年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
1999年度 共通教育 非常勤講師 平成11年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2000年度 共通教育 非常勤講師 平成12年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2001年度 共通教育 非常勤講師 平成13年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2002年度 共通教育 非常勤講師 平成14年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2003年度 共通教育 非常勤講師 平成15年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2004年度 共通教育 非常勤講師 平成16年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2005年度 共通教育 非常勤講師 平成17年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 非常勤講師 平成18年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 非常勤講師 平成19年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2008年度 共通教育 非常勤講師 平成20年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 倉庫 学務部教務課長 廃棄
2009年度 共通教育 非常勤講師 平成21年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 共通教育 非常勤講師 平成22年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
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2011年度 共通教育 非常勤講師 平成23年度共通教育非常勤講師任用関係 学務部教務チーム(共通教育) 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1994年度 共通教育 物品 物品供用簿（供用中のものに限る） 学務部教務チーム(共通教育) 1995/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2004年度 共通教育 物品 資産台帳（供用中のものに限る） 学務部教務チーム(共通教育) 2005/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2001年度 共通教育 予算 平成13年度概算要求 学務部教務チーム(共通教育) 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2002年度 共通教育 予算 平成14年度概算要求 学務部教務チーム(共通教育) 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2003年度 共通教育 予算 平成15年度概算要求 学務部教務チーム(共通教育) 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2004年度 共通教育 予算 平成16年度概算要求 学務部教務チーム(共通教育) 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2005年度 共通教育 予算 平成17年度概算要求 学務部教務チーム(共通教育) 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 予算 平成18年度概算要求 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 予算 平成19年度概算要求 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 予算 平成18年度営繕工事関係要求 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 予算 平成19年度営繕工事関係要求 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 予算 平成18年度ティーチング・アシスタント経費 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 予算 平成19年度ティーチング・アシスタント経費 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2006年度 共通教育 予算 平成18年度学生用図書費 学務部教務チーム(共通教育) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2007年度 共通教育 予算 平成19年度学生用図書費 学務部教務チーム(共通教育) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2010年度 教務企画 補助金 平成２２年度教員研修モデルカリキュラム開発プログラム関係 学務部教務チーム（教務企画） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
2011年度 教務企画 補助金 平成２３年度教員研修モデルカリキュラム開発プログラム関係 学務部教務チーム（教務企画） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部教務課長 廃棄
1996年度 厚生企画 規則 諸規則の制定等関係 学務部学生サービス課厚生企画係 1997/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 厚生企画 会議 平成13年度保健管理委員会 学務部学生サービス課厚生企画係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 厚生企画 会議 平成14年度保健管理委員会 学務部学生サービス課厚生企画係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 厚生企画 会議 平成13年度学生委員会 学務部学生サービス課厚生企画係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 厚生企画 会議 平成14年度学生委員会 学務部学生サービス課厚生企画係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 厚生企画 会議 平成15年度学生委員会 学務部学生サービス課厚生企画係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 厚生企画 会議 平成16年度学生委員会 学務部学生サービス課厚生企画係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 厚生企画 会議 平成17年度学生委員会 学務部学生サービス課厚生企画係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 会議 平成18年度学生委員会 学務部学生サービスチーム(副課長) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 会議 平成19年度学生委員会 学務部学生サービスチーム(副課長) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会議 平成20年度学生委員会 学務部学生サービスチーム(副課長) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会議 平成21年度学生委員会 学務部学生サービスチーム(副課長) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会議 平成22年度学生委員会 学務部学生サービスチーム(副課長) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会議 平成23年度学生委員会 学務部学生サービスチーム(副課長) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 会議 平成18年度全国大学保健管理協会関係 学務部学生サービスチーム(副課長) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 会議 平成19年度全国大学保健管理協会関係 学務部学生サービスチーム(副課長) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会議 平成20年度全国大学保健管理協会関係 学務部学生サービスチーム(副課長) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会議 平成21年度全国大学保健管理協会関係 学務部学生サービスチーム(副課長) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会議 平成22年度全国大学保健管理協会関係 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会議 平成23年度全国大学保健管理協会関係 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会議 平成22年度学生総合支援センター会議 学務部学生サービスチーム(副課長) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会議 平成23年度学生総合支援センター会議 学務部学生サービスチーム(副課長) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 文書 平成18年度文部科学省からの通知 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 文書 平成19年度文部科学省からの通知 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 文書 平成20年度文部科学省からの通知 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 文書 平成21年度文部科学省からの通知 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 文書 平成22年度文部科学省からの通知 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 文書 平成23年度文部科学省からの通知 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 文書 平成18年度文部科学省への回答 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 文書 平成19年度文部科学省への回答 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 文書 平成20年度文部科学省への回答 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 文書 平成21年度文部科学省への回答 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 文書 平成22年度文部科学省への回答 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
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2011年度 厚生企画 文書 平成23年度文部科学省への回答 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 文書 平成18年度文書処理簿 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 文書 平成19年度文書処理簿 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 文書 平成20年度文書処理簿 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 文書 平成21年度文書処理簿 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 文書 平成22年度文書処理簿 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 文書 平成23年度文書処理簿 学務部学生サービスチーム(総括担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 服務 平成18年度服務関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 服務 平成19年度服務関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 服務 平成20年度服務関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 服務 平成21年度服務関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 服務 平成22年度服務関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 服務 平成23年度服務関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 服務 平成18年度勤務時間報告関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 服務 平成19年度勤務時間報告関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 服務 平成20年度勤務時間報告関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 服務 平成21年度勤務時間報告関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 服務 平成22年度勤務時間報告関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 服務 平成23年度勤務時間報告関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 服務 平成18年出勤簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 服務 平成19年出勤簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 服務 平成20年出勤簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 服務 平成21年出勤簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 服務 平成22年出勤簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 服務 平成23年出勤簿 学務部学生サービスチームチーム(服務担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 服務 平成18年休暇簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 服務 平成19年休暇簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 服務 平成20年休暇簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 服務 平成21年休暇簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 服務 平成22年休暇簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 服務 平成23年休暇簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 服務 平成18年度職専免・代休関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 服務 平成19年度職専免・代休関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 服務 平成20年度職専免・代休関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 服務 平成21年度職専免・代休関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 服務 平成22年度職専免・代休関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 服務 平成23年度職専免・代休関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 服務 平成18年度超過勤務命令簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 服務 平成19年度超過勤務命令簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 服務 平成20年度超過勤務命令簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 服務 平成21年度超過勤務命令簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 服務 平成22年度超過勤務命令簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 服務 平成23年度超過勤務命令簿 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 服務 平成18年度兼業関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 服務 平成19年度兼業関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 服務 平成20年度兼業関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 服務 平成21年度兼業関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 服務 平成22年度兼業関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 服務 平成23年度兼業関係 学務部学生サービスチーム(服務担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 服務 平成18年度医師・看護婦・技師依頼関係 学務部学生サービスチーム(副課長) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 服務 平成19年度医師・看護婦・技師依頼関係 学務部学生サービスチーム(副課長) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
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2008年度 厚生企画 服務 平成20年度医師・看護婦・技師依頼関係 学務部学生サービスチーム(副課長) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 服務 平成21年度医師・看護婦・技師依頼関係 学務部学生サービスチーム(副課長) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 服務 平成22年度医師・看護婦・技師依頼関係 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 服務 平成23年度医師・看護婦・技師依頼関係 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 会計 平成18年度国有財産貸付関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 会計 平成19年度国有財産貸付関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会計 平成20年度国有財産貸付関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会計 平成21年度国有財産貸付関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会計 平成22年度国有財産貸付関係 学務部学生サービスチーム係長(総括･課外活動担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会計 平成23年度国有財産貸付関係 学務部学生サービスチーム係長(総括･課外活動担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会計 平成20年度国有財産一時使用関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会計 平成21年度国有財産一時使用関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会計 平成22年度国有財産一時使用関係 学務部学生サービスチーム係長(総括･課外活動担当) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会計 平成23年度国有財産一時使用関係 学務部学生サービスチーム係長(総括･課外活動担当) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会計 平成20年度個人負担光熱水費関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括・課外活動担当) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会計 平成21年度個人負担光熱水費関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括・課外活動担当) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会計 平成22年度個人負担光熱水費関係 学務部学生サービスチーム係長(総括･課外活動担当) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会計 平成23年度個人負担光熱水費関係 学務部学生サービスチーム係長(総括･課外活動担当) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会計 平成20年度物品貸付関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括・課外活動担当) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会計 平成21年度物品貸付関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括・課外活動担当) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会計 平成22年度物品貸付関係 学務部学生サービスチーム係長(総括・課外活動担当) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会計 平成23年度物品貸付関係 学務部学生サービスチーム係長(総括・課外活動担当) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 会計 平成18年度予算執行関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 会計 平成19年度予算執行関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会計 平成20年度予算執行関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会計 平成21年度予算執行関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会計 平成22年度予算執行関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会計 平成23年度予算執行関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 会計 平成18年度所要額調関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 会計 平成19年度所要額調関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会計 平成20年度所要額調関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会計 平成21年度所要額調関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会計 平成22年度所要額調関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会計 平成23年度所要額調関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 会計 平成18年度寄付金関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 会計 平成19年度寄付金関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会計 平成20年度寄付金関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会計 平成21年度寄付金関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会計 平成22年度寄付金関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会計 平成23年度寄付金関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 厚生企画 会計 平成13年度概算要求関係 学務部学生サービス課厚生企画係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 厚生企画 会計 平成14年度概算要求関係 学務部学生サービス課厚生企画係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 厚生企画 会計 平成15年度概算要求関係 学務部学生サービス課厚生企画係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 厚生企画 会計 平成16年度概算要求関係 学務部学生サービス課厚生企画係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 厚生企画 会計 平成17年度概算要求関係 学務部学生サービス課厚生企画係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 会計 平成18年度概算要求関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 会計 平成19年度概算要求関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会計 平成20年度概算要求関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会計 平成21年度概算要求関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会計 平成22年度概算要求関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会計 平成23年度概算要求関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
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2006年度 厚生企画 会計 平成18年度営繕関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 会計 平成19年度営繕関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会計 平成20年度営繕関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会計 平成21年度営繕関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会計 平成22年度営繕関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会計 平成23年度営繕関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 会計 平成18年度建物清掃関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 会計 平成19年度建物清掃関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 会計 平成20年度建物清掃関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 会計 平成21年度建物清掃関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 会計 平成22年度建物清掃関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 会計 平成23年度建物清掃関係 学務部学生サービスチーム係長(総括担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 厚生 平成18年度福利厚生施設利用関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 厚生 平成19年度福利厚生施設利用関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 厚生 平成20年度福利厚生施設利用関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 厚生 平成21年度福利厚生施設利用関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 厚生 平成22年度福利厚生施設利用関係 学務部学生サービスチーム係長(総括･課外活動担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 厚生 平成23年度福利厚生施設利用関係 学務部学生サービスチーム係長(総括･課外活動担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 厚生企画 保健 平成18年度入学者健康診断書関係 学務部学生サービスチーム(副課長) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 厚生企画 保健 平成19年度入学者健康診断書関係 学務部学生サービスチーム(副課長) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 学生相談 平成20年度各種統計調査関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 学生相談 平成21年度各種統計調査関係 学務部学生サービスチームチーフ(総括･課外活動担当) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 学生相談 平成22年度各種統計調査関係 学務部学生サービスチーム係長(総括･課外活動担当) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 学生相談 平成23年度各種統計調査関係 学務部学生サービスチーム係長(総括･課外活動担当) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 課外活動 平成20年度体育施設使用許可願 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 課外活動 平成21年度体育施設使用許可願 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 課外活動 平成22年度体育施設使用許可願 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 課外活動 平成23年度体育施設使用許可願 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 課外活動 平成20年度課外活動計画書 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 課外活動 平成21年度課外活動計画書 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 課外活動 平成22年度課外活動計画書 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 課外活動 平成23年度課外活動計画書 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 課外活動 平成20年度合宿所使用許可願 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 課外活動 平成21年度合宿所使用許可願 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 課外活動 平成22年度合宿所使用許可願 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 課外活動 平成23年度合宿所使用許可願 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 課外活動 平成20年度翠陵会館使用許可願 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 課外活動 平成21年度翠陵会館使用許可願 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 課外活動 平成22年度翠陵会館使用許可願 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 課外活動 平成23年度翠陵会館使用許可願 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 課外活動 平成20年度課外活動共用施設使用許可願 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 課外活動 平成21年度課外活動共用施設使用許可願 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 課外活動 平成22年度課外活動共用施設使用許可願 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 課外活動 平成23年度課外活動共用施設使用許可願 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 課外活動 平成20年度団体結成届 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 課外活動 平成21年度団体結成届 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 課外活動 平成22年度団体結成届 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 厚生企画 課外活動 平成23年度団体結成届 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 厚生企画 課外活動 平成20年度学外遠征届 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 厚生企画 課外活動 平成21年度学外遠征届 学務部学生サービスチームチーフ(課外活動担当) 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 厚生企画 課外活動 平成22年度学外遠征届 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
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2011年度 厚生企画 課外活動 平成23年度学外遠征届 学務部学生サービスチーム係長(課外活動担当) 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度入学料免除申請用紙 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度入学料免除申請用紙 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度入学料免除申請用紙 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度入学料免除申請用紙 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度  係長 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成22年度入学料免除申請用紙 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度入学料免除申請用紙 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度入学料免除申請提出書類 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度入学料免除申請提出書類 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度入学料免除申請提出書類 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度入学料免除申請提出書類 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度入学料免除申請提出書類 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度入学料免除申請提出書類 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度入学料免除に関する選考基準 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度入学料免除に関する選考基準 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度入学料免除に関する選考基準 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度入学料免除に関する選考基準 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度入学料免除に関する選考基準 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度入学料免除に関する選考基準 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度入学料免除申請者数 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度入学料免除申請者数 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度入学料免除申請者数 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度入学料免除申請者数 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度入学料免除申請者数 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度入学料免除申請者数 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（授免） 免除 平成13年度入学料免除選考一覧表 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（授免） 免除 平成14年度入学料免除選考一覧表 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（授免） 免除 平成15年度入学料免除選考一覧表 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（授免） 免除 平成16年度入学料免除選考一覧表 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（授免） 免除 平成17年度入学料免除選考一覧表 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度入学料免除選考一覧表 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度入学料免除選考一覧表 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度入学料免除選考一覧表 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度入学料免除選考一覧表 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度入学料免除選考一覧表 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度入学料免除選考一覧表 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度入学料免除可能額 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度入学料免除可能額 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度入学料免除可能額 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度入学料免除可能額 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度入学料免除可能額 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度入学料免除可能額 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度入学料免除金額 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度入学料免除金額 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度入学料免除金額 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度入学料免除金額 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度入学料免除金額 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度入学料免除金額 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業料免除申請用紙(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業料免除申請用紙(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業料免除申請用紙(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
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2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業料免除申請用紙(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業料免除申請用紙(前・後) 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業料免除申請用紙(前・後) 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業料免除申請提出書類(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業料免除申請提出書類(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業料免除申請提出書類(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業料免除申請提出書類(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業料免除申請提出書類(前・後) 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業料免除申請提出書類(前・後) 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業免除に関する選考基準及び実施要領 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業免除に関する選考基準及び実施要領 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業免除に関する選考基準及び実施要領 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業免除に関する選考基準及び実施要領 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業免除に関する選考基準及び実施要領 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業免除に関する選考基準及び実施要領 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業料免除申請者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業料免除申請者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業料免除申請者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業料免除申請者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業料免除申請者数（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業料免除申請者数（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（授免） 免除 平成13年度授業料免除者選考一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（授免） 免除 平成14年度授業料免除者選考一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（授免） 免除 平成15年度授業料免除者選考一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（授免） 免除 平成16年度授業料免除者選考一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（授免） 免除 平成17年度授業料免除者選考一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業料免除者選考一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業料免除者選考一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業料免除者選考一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業料免除者選考一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業料免除者選考一覧表（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業料免除者選考一覧表（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業料免除可能額(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業料免除可能額(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業料免除可能額(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業料免除可能額(前・後) 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業料免除可能額(前・後) 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業料免除可能額(前・後) 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業料全額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業料全額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業料全額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業料全額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業料全額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業料全額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業料半額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業料半額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業料半額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業料半額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業料半額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業料半額免除者数（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（授免） 免除 平成13年度授業料全額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
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2002年度 専門職員（授免） 免除 平成14年度授業料全額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（授免） 免除 平成15年度授業料全額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（授免） 免除 平成16年度授業料全額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（授免） 免除 平成17年度授業料全額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業料全額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業料全額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業料全額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業料全額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業料全額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業料全額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（授免） 免除 平成13年度授業料半額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（授免） 免除 平成14年度授業料半額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（授免） 免除 平成15年度授業料半額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（授免） 免除 平成16年度授業料半額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（授免） 免除 平成17年度授業料半額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業料半額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業料半額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業料半額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業料半額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業料半額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業料半額免除者一覧表（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業料全額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業料全額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業料全額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業料全額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業料全額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業料全額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成18年度授業料半額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成19年度授業料半額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成20年度授業料半額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(授業料免除担当) 免除 平成21年度授業料半額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチームチーフ(授業料免除担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成22年度授業料半額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(授業料免除担当) 免除 平成23年度授業料半額免除金額（前・後） 学務部学生サービスチーム係長(授業料免除担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成18年度申請書類 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成19年度申請書類 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成20年度申請書類 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成21年度申請書類 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成22年度申請書類 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成23年度申請書類 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（奨学） 奨学（日本育英会） 平成13年度推薦選考内規 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（奨学） 奨学（日本育英会） 平成14年度推薦選考内規 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（奨学） 奨学（日本育英会） 平成15年度推薦選考内規 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（奨学） 奨学（日本学生支援機構） 平成16年度推薦選考内規 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（奨学） 奨学（日本学生支援機構） 平成17年度推薦選考内規 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成18年度推薦選考内規 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成19年度推薦選考内規 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成20年度推薦選考内規 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成21年度推薦選考内規 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成22年度推薦選考内規 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成23年度推薦選考内規 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成18年度推薦選考資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄

82 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成19年度推薦選考資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成20年度推薦選考資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成21年度推薦選考資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成22年度推薦選考資料 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成23年度推薦選考資料 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成18年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成19年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成20年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成21年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成22年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成23年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（奨学） 奨学（日本育英会） 平成13年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（奨学） 奨学（日本育英会） 平成14年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（奨学） 奨学（日本育英会） 平成15年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（奨学） 奨学（日本学生支援機構） 平成16年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（奨学） 奨学（日本学生支援機構） 平成17年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成18年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成19年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成20年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成21年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成22年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成23年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成18年度奨学生異動届等 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成19年度奨学生異動届等 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成20年度奨学生異動届等 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成21年度奨学生異動届等 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成22年度奨学生異動届等 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成23年度奨学生異動届等 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成18年度奨学生適格認定判定資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成19年度奨学生適格認定判定資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成20年度奨学生適格認定判定資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成21年度奨学生適格認定判定資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成22年度奨学生適格認定判定資料 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成23年度奨学生適格認定判定資料 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成22年度確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（日本学生支援機構） 平成23年度確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成18年度申請書類 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成19年度申請書類 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成20年度申請書類 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成21年度申請書類 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成22年度申請書類 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成23年度申請書類 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成18年度推薦選考資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成19年度推薦選考資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成20年度推薦選考資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成21年度推薦選考資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成22年度推薦選考資料 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成23年度推薦選考資料 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成18年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成19年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成20年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
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2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成21年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成22年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成23年度申請数等統計資料 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（奨学） 奨学（民間奨学団体） 平成13年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（奨学） 奨学（民間奨学団体） 平成14年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（奨学） 奨学（民間奨学団体） 平成15年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（奨学） 奨学（民間奨学団体） 平成16年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（奨学） 奨学（民間奨学団体） 平成17年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成18年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成19年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成20年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成21年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成22年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成23年度奨学生受給者名簿 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成18年度奨学生学業成績等 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成19年度奨学生学業成績等 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成20年度奨学生学業成績等 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 チーフ(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成21年度奨学生学業成績等 学務部学生サービスチームチーフ(奨学金担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 主任(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成22年度奨学生学業成績等 学務部学生サービスチーム主任(奨学金担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 係長(奨学金担当) 奨学（民間奨学団体） 平成23年度奨学生学業成績等 学務部学生サービスチーム係長(奨学金担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成18年度募集要項 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成19年度募集要項 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成20年度募集要項 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成21年度募集要項 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成22年度募集要項 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成23年度募集要項 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成18年度加入状況一覧表 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成19年度加入状況一覧表 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成20年度加入状況一覧表 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成21年度加入状況一覧表 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成22年度加入状況一覧表 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成23年度加入状況一覧表 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成18年度加入者名簿 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成19年度加入者名簿 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成20年度加入者名簿 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成21年度加入者名簿 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成22年度加入者名簿 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成23年度加入者名簿 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成18年度保険金請求書 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成19年度保険金請求書 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成20年度保険金請求書 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成21年度保険金請求書 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成22年度保険金請求書 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成23年度保険金請求書 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成18年度保険異動通知書等 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成19年度保険異動通知書等 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成20年度保険異動通知書等 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成21年度保険異動通知書等 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成22年度保険異動通知書等 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 学生保険担当 学生教育研究傷害災害保険 平成23年度保険異動通知書等 学務部学生サービスチーム(学生保険担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成13年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
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2002年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成14年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成15年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成16年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成17年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 男子寮 平成18年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 男子寮 平成19年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 男子寮 平成20年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 男子寮 平成21年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 男子寮 平成22年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 男子寮 平成23年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成13年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成14年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成15年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成16年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成17年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 男子寮 平成18年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 男子寮 平成19年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 男子寮 平成20年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 男子寮 平成21年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 男子寮 平成22年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 男子寮 平成23年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成13年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成14年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成15年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成16年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 男子寮 平成17年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 男子寮 平成18年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 男子寮 平成19年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 男子寮 平成20年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 男子寮 平成21年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 男子寮 平成22年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 男子寮 平成23年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 男子寮 平成18年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 男子寮 平成19年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 男子寮 平成20年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 男子寮 平成21年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 男子寮 平成22年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 男子寮 平成23年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 男子寮 平成18年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 男子寮 平成19年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 男子寮 平成20年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 男子寮 平成21年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 男子寮 平成22年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 男子寮 平成23年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 男子寮 平成18年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 男子寮 平成19年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 男子寮 平成20年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 男子寮 平成21年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 男子寮 平成22年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 男子寮 平成23年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 男子寮 平成18年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
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2007年度 寮担当 男子寮 平成19年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 男子寮 平成20年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 男子寮 平成21年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 男子寮 平成22年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 男子寮 平成23年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 男子寮 平成18年度学寮自治会との交渉記録 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 男子寮 平成19年度学寮自治会との交渉記録 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 男子寮 平成20年度学寮自治会との交渉記録 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成13年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成14年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成15年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成16年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成17年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 女子寮 平成18年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 女子寮 平成19年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 女子寮 平成20年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 女子寮 平成21年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 女子寮 平成22年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 女子寮 平成23年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成13年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成14年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成15年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成16年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成17年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 女子寮 平成18年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 女子寮 平成19年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 女子寮 平成20年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 女子寮 平成21年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 女子寮 平成22年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 女子寮 平成23年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成13年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成14年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成15年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成16年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 女子寮 平成17年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 女子寮 平成18年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 女子寮 平成19年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 女子寮 平成20年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 女子寮 平成21年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 女子寮 平成22年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 女子寮 平成23年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 女子寮 平成18年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 女子寮 平成19年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 女子寮 平成20年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 女子寮 平成21年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 女子寮 平成22年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 女子寮 平成23年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 女子寮 平成18年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 女子寮 平成19年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 女子寮 平成20年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 女子寮 平成21年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
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2010年度 寮担当 女子寮 平成22年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 女子寮 平成18年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 女子寮 平成19年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 女子寮 平成20年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 女子寮 平成21年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 女子寮 平成22年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 女子寮 平成23年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 女子寮 平成18年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 女子寮 平成19年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 女子寮 平成20年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 女子寮 平成21年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 女子寮 平成22年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 女子寮 平成23年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成13年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成14年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成15年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成16年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成17年度学寮入寮願書 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 国際女子寮 平成18年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 国際女子寮 平成19年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 国際女子寮 平成20年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 国際女子寮 平成21年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 国際女子寮 平成22年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 国際女子寮 平成23年度学寮入寮願書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成13年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成14年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成15年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成16年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成17年度入寮選考基準 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 国際女子寮 平成18年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 国際女子寮 平成19年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 国際女子寮 平成20年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 国際女子寮 平成21年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 国際女子寮 平成22年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 国際女子寮 平成23年度入寮選考基準 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成13年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成14年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成15年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成16年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 専門職員（寮・災害保険・アルバイト） 国際女子寮 平成17年度入寮選考資料 学務部学生サービス課専門職員 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 国際女子寮 平成18年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 国際女子寮 平成19年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 国際女子寮 平成20年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 国際女子寮 平成21年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 国際女子寮 平成22年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 国際女子寮 平成23年度入寮選考資料 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 国際女子寮 平成18年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 国際女子寮 平成19年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 国際女子寮 平成20年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 国際女子寮 平成21年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 国際女子寮 平成22年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
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2011年度 寮担当 国際女子寮 平成23年度入寮希望、入寮者数等統計データ 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 国際女子寮 平成18年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 国際女子寮 平成19年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 国際女子寮 平成20年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 国際女子寮 平成21年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 国際女子寮 平成22年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 国際女子寮 平成23年度入寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 国際女子寮 平成18年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 国際女子寮 平成19年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 国際女子寮 平成20年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 国際女子寮 平成21年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 国際女子寮 平成22年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 国際女子寮 平成23年度在寮者名簿 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 国際女子寮 平成18年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 国際女子寮 平成19年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 国際女子寮 平成20年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 国際女子寮 平成21年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 国際女子寮 平成22年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 国際女子寮 平成23年度退寮願 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 寮担当 会計 平成18年度債権発生・変更通知書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 寮担当 会計 平成19年度債権発生・変更通知書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 寮担当 会計 平成20年度債権発生・変更通知書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 寮担当 会計 平成21年度債権発生・変更通知書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 寮担当 会計 平成22年度債権発生・変更通知書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 寮担当 会計 平成23年度債権発生・変更通知書 学務部学生サービスチーム(寮担当) 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 会議関係 平成13年度留学生委員会 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 留学生 会議関係 平成14年度留学生委員会 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 会議関係 平成15年度留学生委員会 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 会議関係 平成16年度留学生委員会 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 留学生 会議関係 平成17年度留学生委員会 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 会議関係 平成18年度留学生委員会 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 会議関係 平成19年度留学生委員会 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 会議関係 平成20年度留学生委員会 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 会議関係 平成21年度留学生委員会 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 会議関係 平成22年度留学生委員会 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 会議関係 平成23年度留学生委員会 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 会議関係 平成13年度留学生委員会第1専門 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 留学生 会議関係 平成14年度留学生委員会第1専門 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 会議関係 平成15年度留学生委員会第1専門 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 会議関係 平成16年度留学生委員会第1専門 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 留学生 会議関係 平成17年度留学生委員会第1専門 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 会議関係 平成18年度留学生委員会第1専門 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 会議関係 平成19年度留学生委員会第1専門 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 会議関係 平成20年度留学生委員会第1専門 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 会議関係 平成21年度留学生委員会第1専門 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 会議関係 平成22年度留学生委員会第1専門 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 会議関係 平成23年度留学生委員会第1専門 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 会議関係 平成13年度留学生委員会第2専門 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 留学生 会議関係 平成14年度留学生委員会第2専門 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 会議関係 平成15年度留学生委員会第2専門 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 会議関係 平成16年度留学生委員会第2専門 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
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2005年度 留学生 会議関係 平成17年度留学生委員会第2専門 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 会議関係 平成18年度留学生委員会第2専門 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 会議関係 平成19年度留学生委員会第2専門 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 会議関係 平成20年度留学生委員会第2専門 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 会議関係 平成21年度留学生委員会第2専門 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 会議関係 平成22年度留学生委員会第2専門 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 会議関係 平成23年度留学生委員会第2専門 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 留学生会館 平成18年度入居申請書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 留学生会館 平成19年度入居申請書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生会館 平成20年度入居申請書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生会館 平成21年度入居申請書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生会館 平成22年度入居申請書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生会館 平成23年度入居申請書 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 留学生会館 平成18年度入居者一覧 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 留学生会館 平成19年度入居者一覧 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生会館 平成20年度入居者一覧 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生会館 平成21年度入居者一覧 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生会館 平成22年度入居者一覧 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生会館 平成23年度入居者一覧 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 留学生会館 平成18年度退去申請書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 留学生会館 平成19年度退去申請書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生会館 平成20年度退去申請書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生会館 平成21年度退去申請書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生会館 平成22年度退去申請書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生会館 平成23年度退去申請書 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生会館 平成20年度債権発生通知書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生会館 平成21年度債権発生通知書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生会館 平成22年度債権発生通知書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生会館 平成23年度債権発生通知書 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生会館 平成20年度債権異動通知書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生会館 平成21年度債権異動通知書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生会館 平成22年度債権異動通知書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生会館 平成23年度債権異動通知書 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生経費 平成20年度予算配分資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生経費 平成21年度予算配分資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生経費 平成22年度予算配分資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生経費 平成23年度予算配分資料 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生経費 平成20年度決算資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生経費 平成21年度決算資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生経費 平成22年度決算資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生経費 平成23年度決算資料 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 留学生経費 平成18年度留学生課外指導(チェーター)綴 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 留学生経費 平成19年度留学生課外指導(チェーター)綴 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生経費 平成20年度留学生課外指導(チェーター)綴 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生経費 平成21年度留学生課外指導(チェーター)綴 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生経費 平成22年度留学生課外指導(チェーター)綴 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生経費 平成23年度留学生課外指導(チェーター)綴 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 学習奨励費 平成18年度選考基準 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 学習奨励費 平成19年度選考基準 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 学習奨励費 平成20年度選考基準 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 学習奨励費 平成21年度選考基準 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
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2010年度 留学生 学習奨励費 平成22年度選考基準 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 学習奨励費 平成23年度選考基準 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 学習奨励費 平成18年度選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 学習奨励費 平成19年度選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 学習奨励費 平成20年度選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 学習奨励費 平成21年度選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 学習奨励費 平成22年度選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 学習奨励費 平成23年度選考資料 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 学習奨励費 平成18年度受給者名簿 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 学習奨励費 平成19年度受給者名簿 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 学習奨励費 平成20年度受給者名簿 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 学習奨励費 平成21年度受給者名簿 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 学習奨励費 平成22年度受給者名簿 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 学習奨励費 平成23年度受給者名簿 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 その他の奨学金 平成18年度選考基準 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 その他の奨学金 平成19年度選考基準 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 その他の奨学金 平成20年度選考基準 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 その他の奨学金 平成21年度選考基準 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 その他の奨学金 平成22年度選考基準 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 その他の奨学金 平成23年度選考基準 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 その他の奨学金 平成18年度選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 その他の奨学金 平成19年度選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 その他の奨学金 平成20年度選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 その他の奨学金 平成21年度選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 その他の奨学金 平成22年度選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 その他の奨学金 平成23年度選考資料 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 その他の奨学金 平成18年度受給者名簿 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 その他の奨学金 平成19年度受給者名簿 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 その他の奨学金 平成20年度受給者名簿 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 その他の奨学金 平成21年度受給者名簿 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 その他の奨学金 平成22年度受給者名簿 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 その他の奨学金 平成23年度受給者名簿 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 その他の奨学金 平成20年度三重大学国際交流特別奨学生制度奨学金関係 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 その他の奨学金 平成21年度三重大学国際交流特別奨学生制度奨学金関係 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 その他の奨学金 平成22年度三重大学国際交流特別奨学生制度奨学金関係 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 その他の奨学金 平成21年度大学院研究科入学する私費外国人留学生の優遇制度 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 その他の奨学金 平成22年度大学院研究科入学する私費外国人留学生の優遇制度 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 その他の奨学金 平成23年度大学院研究科入学する私費外国人留学生の優遇制度 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 留学生交流推進会議 平成18年度総会 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 留学生交流推進会議 平成19年度総会 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生交流推進会議 平成20年度総会 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生交流推進会議 平成21年度総会 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生交流推進会議 平成22年度総会 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生交流推進会議 平成23年度総会 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 留学生交流推進会議 平成18年度運営委員会 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 留学生交流推進会議 平成19年度運営委員会 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生交流推進会議 平成20年度運営委員会 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生交流推進会議 平成21年度運営委員会 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生交流推進会議 平成22年度運営委員会 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生交流推進会議 平成23年度運営委員会 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 留学生交流推進会議 平成18年度スポーツ大会 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
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2007年度 留学生 留学生交流推進会議 平成19年度スポーツ大会 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生交流推進会議 平成20年度スポーツ大会 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生交流推進会議 平成21年度スポーツ大会 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生交流推進会議 平成22年度スポーツ大会 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生交流推進会議 平成23年度スポーツ大会 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 各種調査 平成18年度留学生調査等 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 各種調査 平成19年度留学生調査等 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 各種調査 平成20年度留学生調査等 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 各種調査 平成21年度留学生調査等 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 各種調査 平成22年度留学生調査等 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 各種調査 平成23年度留学生調査等 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 広報関係 平成18年度留学生会館入居案内 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 広報関係 平成19年度留学生会館入居案内 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 広報関係 平成20年度留学生会館入居案内 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 広報関係 平成21年度留学生会館入居案内 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 広報関係 平成22年度留学生会館入居案内 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 広報関係 平成23年度留学生会館入居案内 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 広報関係 平成18年度留学生のためのガイドブック 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 広報関係 平成19年度留学生のためのガイドブック 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 広報関係 平成20年度留学生のためのガイドブック 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 広報関係 平成21年度留学生のためのガイドブック 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 広報関係 平成22年度留学生のためのガイドブック 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 広報関係 平成23年度留学生のためのガイドブック 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 学生交流 平成13年度学長への申請原義書、公文書 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 留学生 学生交流 平成14年度学長への申請原義書、公文書 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 学生交流 平成15年度学長への申請原義書、公文書 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 学生交流 平成16年度学長への申請原義書、公文書 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 留学生 学生交流 平成17年度学長への申請原義書、公文書 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 大学推薦 平成13年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考（成績評価、推薦名簿） 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 留学生 大学推薦 平成14年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考（成績評価、推薦名簿） 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 大学推薦 平成15年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考（成績評価、推薦名簿） 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 大学推薦 平成16年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考（成績評価、推薦名簿） 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 留学生 大学推薦 平成17年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考（成績評価、推薦名簿） 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 大学推薦 平成18年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考（成績評価、推薦名簿） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 大学推薦 平成19年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考（成績評価、推薦名簿） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 大学推薦 平成20年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考（成績評価、推薦名簿） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 大学推薦 平成21年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考（成績評価、推薦名簿） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 大学推薦 平成22年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考（成績評価、推薦名簿） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 大学推薦 平成23年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考（成績評価、推薦名簿） 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 留学生 平成13年度大使館推薦による国費留学生（学部・研究留学生） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 留学生 留学生 平成14年度大使館推薦による国費留学生（学部・研究留学生） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 留学生 平成15年度大使館推薦による国費留学生（学部・研究留学生） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 留学生 平成16年度大使館推薦による国費留学生（学部・研究留学生） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 留学生 留学生 平成17年度大使館推薦による国費留学生（学部・研究留学生） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 留学生 平成18年度大使館推薦による国費留学生（学部・研究留学生） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 留学生 平成19年度大使館推薦による国費留学生（学部・研究留学生） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生 平成20年度大使館推薦による国費留学生（学部・研究留学生） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生 平成21年度大使館推薦による国費留学生（学部・研究留学生） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生 平成22年度大使館推薦による国費留学生（学部・研究留学生） 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生 平成23年度大使館推薦による国費留学生（学部・研究留学生） 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 留学生 平成13年度国内採用による国費留学生（学部・研究留学生）の選考 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
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2002年度 留学生 留学生 平成14年度国内採用による国費留学生（学部・研究留学生）の選考 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 留学生 平成15年度国内採用による国費留学生（学部・研究留学生）の選考 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 留学生 平成16年度国内採用による国費留学生（学部・研究留学生）の選考 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 留学生 留学生 平成17年度国内採用による国費留学生（学部・研究留学生）の選考 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 留学生 平成18年度国内採用による国費留学生（学部・研究留学生）の選考 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 留学生 平成19年度国内採用による国費留学生（学部・研究留学生）の選考 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 留学生 平成20年度国内採用による国費留学生（学部・研究留学生）の選考 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 留学生 平成21年度国内採用による国費留学生（学部・研究留学生）の選考 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 留学生 平成22年度国内採用による国費留学生（学部・研究留学生）の選考 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 留学生 平成23年度国内採用による国費留学生（学部・研究留学生）の選考 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 短期留学 平成13年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ計画書 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 留学生 短期留学 平成14年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ計画書 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 短期留学 平成15年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ計画書 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 短期留学 平成16年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ計画書 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 留学生 短期留学 平成17年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ計画書 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 短期留学 平成18年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ計画書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 短期留学 平成19年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ計画書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 短期留学 平成20年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ計画書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 短期留学 平成21年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ計画書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 短期留学 平成22年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ計画書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 短期留学 平成23年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ計画書 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 短期留学 平成13年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ大学推薦者一覧 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 留学生 短期留学 平成14年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ大学推薦者一覧 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 短期留学 平成15年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ大学推薦者一覧 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 短期留学 平成16年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ大学推薦者一覧 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 留学生 短期留学 平成17年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ大学推薦者一覧 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 短期留学 平成18年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ大学推薦者一覧 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 短期留学 平成19年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ大学推薦者一覧 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 短期留学 平成20年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ大学推薦者一覧 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 短期留学 平成21年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ大学推薦者一覧 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 短期留学 平成22年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ大学推薦者一覧 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 短期留学 平成23年度短期留学推進制度（受入れ）短期留学受入れ大学推薦者一覧 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 短期 平成13年度派遣学生選考資料 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 留学生 短期 平成14年度派遣学生選考資料 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 短期 平成15年度派遣学生選考資料 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 短期 平成16年度派遣学生選考資料 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 留学生 短期 平成17年度派遣学生選考資料 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 短期 平成18年度派遣学生選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 短期 平成19年度派遣学生選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 短期 平成20年度派遣学生選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 短期 平成21年度派遣学生選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 短期 平成22年度派遣学生選考資料 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 短期 平成23年度派遣学生選考資料 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 短期 平成13年度短期留学推進制度（派遣）計画書 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 留学生 短期 平成14年度短期留学推進制度（派遣）計画書 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 短期 平成15年度短期留学推進制度（派遣）計画書 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 短期 平成16年度短期留学推進制度（派遣）計画書 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 留学生 短期 平成17年度短期留学推進制度（派遣）計画書 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 短期 平成18年度短期留学推進制度（派遣）計画書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 短期 平成19年度短期留学推進制度（派遣）計画書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 短期 平成20年度短期留学推進制度（派遣）計画書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
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2009年度 留学生 短期 平成21年度短期留学推進制度（派遣）計画書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 短期 平成22年度短期留学推進制度（派遣）計画書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 短期 平成23年度短期留学推進制度（派遣）計画書 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2001年度 留学生 短期 平成13年度短期留学推進制度（派遣）候補者推薦書 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2002年度 留学生 短期 平成14年度短期留学推進制度（派遣）候補者推薦書 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2003年度 留学生 短期 平成15年度短期留学推進制度（派遣）候補者推薦書 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2004年度 留学生 短期 平成16年度短期留学推進制度（派遣）候補者推薦書 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2005年度 留学生 短期 平成17年度短期留学推進制度（派遣）候補者推薦書 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 留学生 短期 平成18年度短期留学推進制度（派遣）候補者推薦書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2007年度 留学生 短期 平成19年度短期留学推進制度（派遣）候補者推薦書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2008年度 留学生 短期 平成20年度短期留学推進制度（派遣）候補者推薦書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2009年度 留学生 短期 平成21年度短期留学推進制度（派遣）候補者推薦書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 倉庫 学務部学生サービス課長 廃棄
2010年度 留学生 短期 平成22年度短期留学推進制度（派遣）候補者推薦書 学術情報部国際交流チーム留学生担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2011年度 留学生 短期 平成23年度短期留学推進制度（派遣）候補者推薦書 学務部学生サービスチーム留学生支援室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部学生サービス課長 廃棄
2006年度 就職支援 文書 平成18年度文部科学省通知文書 学務部就職支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2007年度 就職支援 文書 平成19年度文部科学省通知文書 学務部就職支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2008年度 就職支援 文書 平成20年度文部科学省通知文書 学務部就職支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2009年度 就職支援 文書 平成21年度文部科学省通知文書 学務部就職支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2010年度 就職支援 文書 平成22年度文部科学省通知文書 学務部就職支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2011年度 就職支援 文書 平成23年度文部科学省通知文書 学務部就職支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2006年度 就職支援 文書 平成18年度文部科学省回答文書 学務部就職支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2007年度 就職支援 文書 平成19年度文部科学省回答文書 学務部就職支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2008年度 就職支援 文書 平成20年度文部科学省回答文書 学務部就職支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2009年度 就職支援 文書 平成21年度文部科学省回答文書 学務部就職支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2010年度 就職支援 文書 平成22年度文部科学省回答文書 学務部就職支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2011年度 就職支援 文書 平成23年度文部科学省回答文書 学務部就職支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2006年度 就職支援 文書 平成18年度学生就職連絡協議会通知文書 学務部就職支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2007年度 就職支援 文書 平成19年度学生就職連絡協議会通知文書 学務部就職支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2008年度 就職支援 文書 平成20年度学生就職連絡協議会通知文書 学務部就職支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2009年度 就職支援 文書 平成21年度学生就職連絡協議会通知文書 学務部就職支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2010年度 就職支援 文書 平成22年度学生就職連絡協議会通知文書 学務部就職支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2011年度 就職支援 文書 平成23年度学生就職連絡協議会通知文書 学務部就職支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2008年度 就職支援 文書 平成20年度ガイダンス企画文書 学務部就職支援チーム 2009/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2009年度 就職支援 文書 平成21年度ガイダンス企画文書 学務部就職支援チーム 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2010年度 就職支援 文書 平成22年度ガイダンス企画文書 学務部就職支援チーム 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2011年度 就職支援 文書 平成23年度ガイダンス企画文書 学務部就職支援チーム 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2010年度 就職支援 厚生補導 平成22年度求人関係資料 学務部就職支援チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2011年度 就職支援 厚生補導 平成23年度求人関係資料 学務部就職支援チーム 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2006年度 就職支援 会議 平成18年度キャリア支援センター会議 学務部就職支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2007年度 就職支援 会議 平成19年度キャリア支援センター会議 学務部就職支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2008年度 就職支援 会議 平成20年度キャリア支援センター会議 学務部就職支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2009年度 就職支援 会議 平成21年度キャリア支援センター会議 学務部就職支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2010年度 就職支援 会議 平成22年度キャリア支援センター会議 学務部就職支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2011年度 就職支援 会議 平成23年度キャリア支援センター会議 学務部就職支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2006年度 就職支援 広報 平成18年度企業向け広報誌 学務部就職支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2007年度 就職支援 広報 平成19年度企業向け広報誌 学務部就職支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2008年度 就職支援 広報 平成20年度企業向け広報誌 学務部就職支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2009年度 就職支援 広報 平成21年度企業向け広報誌 学務部就職支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2010年度 就職支援 広報 平成22年度企業向け広報誌 学務部就職支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2011年度 就職支援 広報 平成23年度企業向け広報誌 学務部就職支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2006年度 就職支援 統計 平成18年度学生就職関係統計 学務部就職支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
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2007年度 就職支援 統計 平成19年度学生就職関係統計 学務部就職支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2008年度 就職支援 統計 平成20年度学生就職関係統計 学務部就職支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2009年度 就職支援 統計 平成21年度学生就職関係統計 学務部就職支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2010年度 就職支援 統計 平成22年度学生就職関係統計 学務部就職支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2011年度 就職支援 統計 平成23年度学生就職関係統計 学務部就職支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部就職支援課長 廃棄
2001年度 入学試験 委員会 平成13年度入学試験委員会 学務部入試チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2002年度 入学試験 委員会 平成14年度入学試験委員会 学務部入試チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2003年度 入学試験 委員会 平成15年度入学試験委員会 学務部入試チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2004年度 入学試験 委員会 平成16年度入学試験委員会 学務部入試チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2005年度 入学試験 委員会 平成17年度入学試験委員会 学務部入試チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 委員会 平成18年度入学試験委員会 学務部入試チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 委員会 平成19年度入学試験委員会 学務部入試チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 委員会 平成20年度入学試験委員会 学務部入試チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 委員会 平成21年度入学試験委員会 学務部入試チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 委員会 平成22年度入学試験委員会 学務部入試チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 委員会 平成23年度入学試験委員会 学務部入試チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 委員会 平成19年度個別学力検査専門委員会 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 委員会 平成20年度個別学力検査専門委員会 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 委員会 平成21年度個別学力検査専門委員会 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 委員会 平成22年度個別学力検査専門委員会 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 委員会 平成23年度個別学力検査専門委員会 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 委員会 平成24年度個別学力検査専門委員会 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 通知 平成18年度文部科学省、大学入試センター等からの通知等 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 通知 平成19年度文部科学省、大学入試センター等からの通知等 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 通知 平成20年度文部科学省、大学入試センター等からの通知等 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 通知 平成21年度文部科学省、大学入試センター等からの通知等 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 通知 平成22年度文部科学省、大学入試センター等からの通知等 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 通知 平成23年度文部科学省、大学入試センター等からの通知等 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 入試 平成19年度大学入試センター試験関係 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 入試 平成20年度大学入試センター試験関係 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 入試 平成21年度大学入試センター試験関係 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 入試 平成22年度大学入試センター試験関係 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 入試 平成23年度大学入試センター試験関係 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 入試 平成24年度大学入試センター試験関係 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 入試 平成19年度個別学力検査 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 入試 平成20年度個別学力検査 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 入試 平成21年度個別学力検査 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 入試 平成22年度個別学力検査 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 入試 平成23年度個別学力検査 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 入試 平成24年度個別学力検査 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 入試 平成19年度入学試験合格者 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 入試 平成20年度入学試験合格者 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 入試 平成21年度入学試験合格者 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 入試 平成22年度入学試験合格者 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 入試 平成23年度入学試験合格者 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 入試 平成24年度入学試験合格者 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 入試 平成19年度身体に障害を有する入学志願者との事前相談 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 入試 平成20年度身体に障害を有する入学志願者との事前相談 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 入試 平成21年度身体に障害を有する入学志願者との事前相談 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 入試 平成22年度身体に障害を有する入学志願者との事前相談 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 入試 平成23年度身体に障害を有する入学志願者との事前相談 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
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2011年度 入学試験 入試 平成24年度身体に障害を有する入学志願者との事前相談 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 入試 平成19年度試験問題印刷発注 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 入試 平成20年度試験問題印刷発注 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 入試 平成21年度試験問題印刷発注 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 入試 平成22年度試験問題印刷発注 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 入試 平成23年度試験問題印刷発注 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 入試 平成24年度試験問題印刷発注 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 予算 平成19年度入学選抜に係る手当 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 予算 平成20年度入学選抜に係る手当 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 予算 平成21年度入学選抜に係る手当 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 予算 平成22年度入学選抜に係る手当 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 予算 平成23年度入学選抜に係る手当 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 予算 平成24年度入学選抜に係る手当 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 募集要項 平成19年度三重大学学生募集要項 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 募集要項 平成20年度三重大学学生募集要項 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 募集要項 平成21年度三重大学学生募集要項 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 募集要項 平成22年度三重大学学生募集要項 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 募集要項 平成23年度三重大学学生募集要項 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 募集要項 平成24年度三重大学学生募集要項 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 募集要項 平成19年度三重大学入学者選抜に関する要項 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 募集要項 平成20年度三重大学入学者選抜に関する要項 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 募集要項 平成21年度三重大学入学者選抜に関する要項 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 募集要項 平成22年度三重大学入学者選抜に関する要項 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 募集要項 平成23年度三重大学入学者選抜に関する要項 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 募集要項 平成24年度三重大学入学者選抜に関する要項 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 募集要項 平成19年度三重大学推薦入学学生募集要項 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 募集要項 平成20年度三重大学推薦入学学生募集要項 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 募集要項 平成21年度三重大学推薦入学学生募集要項 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 募集要項 平成22年度三重大学推薦入学学生募集要項 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 募集要項 平成23年度三重大学推薦入学学生募集要項 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 募集要項 平成24年度三重大学推薦入学学生募集要項 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 募集要項 平成19年度各特別選抜学生募集要項 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 募集要項 平成20年度各特別選抜学生募集要項 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 募集要項 平成21年度各特別選抜学生募集要項 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 募集要項 平成22年度各特別選抜学生募集要項 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 募集要項 平成23年度各特別選抜学生募集要項 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 募集要項 平成24年度各特別選抜学生募集要項 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 連絡調整 平成23年度大学入試センター試験三重県連絡協議会 学務部入試チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 連絡調整 平成24年度大学入試センター試験三重県連絡協議会 学務部入試チーム 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 連絡調整 平成22年度三重県高等学校進路指導協議会進学部会研修会 学務部入試チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 連絡調整 平成23年度三重県高等学校進路指導協議会進学部会研修会 学務部入試チーム 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 勤務時間管理 平成18年出勤簿 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 勤務時間管理 平成19年出勤簿 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 勤務時間管理 平成20年出勤簿 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 勤務時間管理 平成21年出勤簿 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 勤務時間管理 平成22年出勤簿 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 勤務時間管理 平成23年出勤簿 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 勤務時間管理 平成18年休暇簿・週休日等の振替簿 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 勤務時間管理 平成19年休暇簿・週休日等の振替簿 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 勤務時間管理 平成20年休暇簿・週休日等の振替簿 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 勤務時間管理 平成21年休暇簿・週休日等の振替簿 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
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2010年度 入学試験 勤務時間管理 平成22年休暇簿・週休日等の振替簿 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 勤務時間管理 平成23年休暇簿・週休日等の振替簿 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 勤務時間管理 平成18年度勤務時間報告書 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 勤務時間管理 平成19年度勤務時間報告書 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 勤務時間管理 平成20年度勤務時間報告書 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 勤務時間管理 平成21年度勤務時間報告書 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 勤務時間管理 平成22年度勤務時間報告書 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 勤務時間管理 平成23年度勤務時間報告書 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 出張 平成18年度出張伺 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 出張 平成18年度復命書 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 出張 平成19年度復命書 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 出張 平成20年度報告書 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 出張 平成21年度報告書 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 委員会 平成18年度入学者選抜方法研究委員会 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 委員会 平成19年度入学者選抜方法研究委員会 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 委員会 平成20年度入学者選抜方法研究委員会 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 委員会 平成21年度入学者選抜方法研究委員会 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 委員会 平成22年度入学者選抜方法研究委員会 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 委員会 平成23年度入学者選抜方法研究委員会 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1988年度 入学試験 広報 三重大学案内1989（保存用） 学務部入試チーム 1989/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1989年度 入学試験 広報 三重大学案内1990（保存用） 学務部入試チーム 1990/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1990年度 入学試験 広報 三重大学案内1991（保存用） 学務部入試チーム 1991/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1991年度 入学試験 広報 三重大学案内1992（保存用） 学務部入試チーム 1992/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1992年度 入学試験 広報 三重大学案内1993（保存用） 学務部入試チーム 1993/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1993年度 入学試験 広報 三重大学案内1994（保存用） 学務部入試チーム 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1994年度 入学試験 広報 三重大学案内1995（保存用） 学務部入試チーム 1995/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1995年度 入学試験 広報 三重大学案内1996（保存用） 学務部入試チーム 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1996年度 入学試験 広報 三重大学案内1997（保存用） 学務部入試チーム 1997/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1997年度 入学試験 広報 三重大学案内1998（保存用） 学務部入試チーム 1998/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1998年度 入学試験 広報 三重大学案内1999（保存用） 学務部入試チーム 1999/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
1999年度 入学試験 広報 三重大学案内2000（保存用） 学務部入試チーム 2000/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2000年度 入学試験 広報 三重大学案内2001（保存用） 学務部入試チーム 2001/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2001年度 入学試験 広報 三重大学案内2002（保存用） 学務部入試チーム 2002/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2002年度 入学試験 広報 三重大学案内2003（保存用） 学務部入試チーム 2003/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2003年度 入学試験 広報 三重大学案内2004（保存用） 学務部入試チーム 2004/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2004年度 入学試験 広報 三重大学案内2005（保存用） 学務部入試チーム 2005/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2005年度 入学試験 広報 三重大学案内2006（保存用） 学務部入試チーム 2006/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 広報 三重大学案内2007（保存用） 学務部入試チーム 2007/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 広報 三重大学案内2008（保存用） 学務部入試チーム 2008/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 広報 三重大学案内2009（保存用） 学務部入試チーム 2009/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 広報 三重大学案内2010（保存用） 学務部入試チーム 2010/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 広報 三重大学案内2011（保存用） 学務部入試チーム 2011/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 広報 三重大学案内2012（保存用） 学務部入試チーム 2012/4/1 常用 － 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 募集要項 平成19年度三重大学大学院学生募集要項 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 募集要項 平成20年度三重大学大学院学生募集要項 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 募集要項 平成21年度三重大学大学院学生募集要項 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 募集要項 平成22年度三重大学大学院学生募集要項 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 募集要項 平成23年度三重大学大学院学生募集要項 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 募集要項 平成24年度三重大学大学院学生募集要項 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 連絡調整 平成17年度国立大学入学者選抜研究連絡協議会 学務部入試チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 報告 平成23年度国公立大学ガイドブック 学務部入試チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
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2010年度 入学試験 報告 平成23年度大学進学案内（ハートシステム） 学務部入試チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 入試成績 平成19年度入試情報開示 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 入試管理システムサーバ 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 入試成績 平成20年度入試情報開示 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 入試管理システムサーバ 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 入試成績 平成21年度入試情報開示 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 入試管理システムサーバ 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 入試成績 平成22年度入試情報開示 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 入試管理システムサーバ 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 入試成績 平成23年度入試情報開示 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 入試管理システムサーバ 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 入試成績 平成24年度入試情報開示 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 入試管理システムサーバ 学務部入試課長 廃棄
2006年度 入学試験 入試 平成19年度大学入学資格認定 学務部入試チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 入試 平成20年度大学入学資格認定 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 入試 平成21年度大学入学資格認定 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 入試 平成22年度大学入学資格認定 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 入試 平成23年度大学入学資格認定 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 入試 平成24年度大学入学資格認定 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2007年度 入学試験 委員会 平成19年度入試広報ワーキンググループ 学務部入試チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 委員会 平成20年度入試広報ワーキンググループ 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 委員会 平成21年度入試広報ワーキンググループ 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 委員会 平成22年度入試広報専門委員会 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 委員会 平成23年度入試広報専門委員会 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2008年度 入学試験 調査 平成20年度文部科学省調査 学務部入試チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2009年度 入学試験 調査 平成21年度文部科学省調査 学務部入試チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2010年度 入学試験 調査 平成22年度文部科学省調査 学務部入試チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2011年度 入学試験 調査 平成23年度文部科学省調査 学務部入試チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学務部入試課長 廃棄
2006年度 総務 契約 平成18年度工事請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 契約 平成19年度工事請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 契約 平成20年度工事請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 契約 平成21年度工事請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 契約 平成22年度工事請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 契約 平成23年度工事請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 契約 平成18年度保守・点検業務請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 契約 平成19年度保守・点検業務請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 契約 平成20年度保守・点検業務請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 契約 平成21年度保守・点検業務請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 契約 平成22年度保守・点検業務請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 契約 平成23年度保守・点検業務請負契約関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 契約 平成18年度設計監理委託関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 契約 平成19年度設計監理委託関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 契約 平成20年度設計監理委託関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 契約 平成21年度設計監理委託関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 契約 平成22年度設計監理委託関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 契約 平成23年度設計監理委託関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 入札 平成18年度入札関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 入札 平成19年度入札関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 入札 平成20年度入札関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 入札 平成21年度入札関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 入札 平成22年度入札関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 入札 平成23年度入札関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 入札 平成18年度開札結果関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 入札 平成19年度開札結果関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 入札 平成20年度開札結果関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 入札 平成21年度開札結果関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 入札 平成22年度開札結果関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
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2011年度 総務 入札 平成23年度開札結果関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 経理 平成18年度契約決議書 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 経理 平成19年度契約決議書 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 経理 平成20年度契約決議書 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 経理 平成21年度契約決議書 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 経理 平成22年度契約決議書 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 経理 平成23年度契約決議書 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 経理 平成18年度タクシー関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 経理 平成19年度タクシー関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 経理 平成20年度タクシー関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 経理 平成21年度タクシー関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 経理 平成22年度タクシー関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 経理 平成23年度タクシー関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 各種調査関係 平成18年度工事成績評定 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 各種調査関係 平成19年度工事成績評定 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 各種調査関係 平成20年度工事成績評定 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 各種調査関係 平成21年度工事成績評定 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 各種調査関係 平成22年度工事成績評定 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 各種調査関係 平成23年度工事成績評定 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 各種調査関係 平成21年度設計成績評定 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 各種調査関係 平成22年度設計成績評定 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 各種調査関係 平成23年度設計成績評定 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 各種調査関係 平成22年度委託設計等考査 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 各種調査関係 平成23年度委託設計等考査 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2001年度 総務 通知・照会・回答 平成13年度文部科学省関係通知・照会・回答文書（重要な文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2002年度 総務 通知・照会・回答 平成14年度文部科学省関係通知・照会・回答文書（重要な文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2003年度 総務 通知・照会・回答 平成15年度文部科学省関係通知・照会・回答文書（重要な文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2004年度 総務 通知・照会・回答 平成16年度文部科学省関係通知・照会・回答文書（重要な文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2005年度 総務 通知・照会・回答 平成17年度文部科学省関係通知・照会・回答文書（重要な文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 通知・照会・回答 平成18年度文部科学省関係通知・照会・回答文書（重要な文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 通知・照会・回答 平成19年度文部科学省関係通知・照会・回答文書（重要な文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 通知・照会・回答 平成20年度文部科学省関係通知・照会・回答文書（重要な文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 通知・照会・回答 平成21年度文部科学省関係通知・照会・回答文書（重要な文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 通知・照会・回答 平成22年度文部科学省関係通知・照会・回答文書（重要な文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 通知・照会・回答 平成23年度文部科学省関係通知・照会・回答文書（重要な文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 通知・照会・回答 平成18年度文部科学省関係通知・照会・回答文書 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 通知・照会・回答 平成19年度文部科学省関係通知・照会・回答文書 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 通知・照会・回答 平成20年度文部科学省関係通知・照会・回答文書 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 通知・照会・回答 平成21年度文部科学省関係通知・照会・回答文書 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 通知・照会・回答 平成22年度文部科学省関係通知・照会・回答文書 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 通知・照会・回答 平成23年度文部科学省関係通知・照会・回答文書 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 通知・照会・回答 平成20年度他大学・他機関通知・照会・回答文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 通知・照会・回答 平成21年度他大学・他機関通知・照会・回答文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 通知・照会・回答 平成22年度他大学・他機関通知・照会・回答文書） 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 通知・照会・回答 平成23年度他大学・他機関通知・照会・回答文書 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 各種調査関係 平成18年度公共事業等事業執行状況調 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 各種調査関係 平成19年度公共事業等事業執行状況調 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 各種調査関係 平成20年度公共事業等事業執行状況調 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 各種調査関係 平成21年度公共事業等事業執行状況調 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 各種調査関係 平成22年度公共事業等事業執行状況調 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 各種調査関係 平成23年度公共事業等事業執行状況調 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
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2006年度 総務 各種調査関係 平成18年度施設整備費補助金執行状況 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 各種調査関係 平成19年度施設整備費補助金執行状況 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 各種調査関係 平成20年度施設整備費補助金執行状況 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 各種調査関係 平成21年度施設整備費補助金執行状況 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 各種調査関係 平成22年度施設整備費補助金執行状況 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 各種調査関係 平成23年度施設整備費補助金執行状況 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 委員会関係 平成18年度競争参加資格等審査委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 委員会関係 平成19年度競争参加資格等審査委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 委員会関係 平成20年度競争参加資格等審査委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 委員会関係 平成21年度競争参加資格等審査委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 委員会関係 平成22年度競争参加資格等審査委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 委員会関係 平成23年度競争参加資格等審査委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 委員会関係 平成18年度建設コンサルタント選定委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 委員会関係 平成19年度建設コンサルタント選定委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 委員会関係 平成20年度建設コンサルタント選定委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 委員会関係 平成21年度建設コンサルタント選定委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 委員会関係 平成22年度建設コンサルタント選定委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 委員会関係 平成23年度建設コンサルタント選定委員会 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 人事・労務 平成18年度人事関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 人事・労務 平成19年度人事関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 人事・労務 平成20年度人事関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 人事・労務 平成21年度人事関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 人事・労務 平成22年度人事関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 人事・労務 平成23年度人事関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 人事・労務 平成18年度服務関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 人事・労務 平成19年度服務関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 人事・労務 平成20年度服務関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 人事・労務 平成21年度服務関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 人事・労務 平成22年度服務関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 人事・労務 平成23年度服務関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 人事・労務 平成18年度各種研修綴 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 人事・労務 平成19年度各種研修綴 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 人事・労務 平成20年度各種研修綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 人事・労務 平成21年度各種研修綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 人事・労務 平成22年度各種研修綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 人事・労務 平成23年度各種研修綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 人事・労務 平成18年度資格（写）綴 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 人事・労務 平成19年度資格（写）綴 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 人事・労務 平成20年度資格（写）綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 人事・労務 平成21年度資格（写）綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 人事・労務 平成22年度資格（写）綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 人事・労務 平成23年度資格（写）綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成18年度勤務時間関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成19年度勤務時間関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成20年度勤務時間関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成21年度勤務時間関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成22年度勤務時間関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成23年度勤務時間関係綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成18年度超過勤務等命令簿 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成19年度超過勤務等命令簿 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成20年度超過勤務等命令簿 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
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2009年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成21年度超過勤務等命令簿 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成22年度超過勤務等命令簿 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成23年度超過勤務等命令簿 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成18年出勤簿 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成19年出勤簿 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成20年出勤簿 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成21年出勤簿 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成22年出勤簿 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成23年出勤簿 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成18年休暇簿 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成19年休暇簿 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成20年休暇簿 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成21年休暇簿 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成22年休暇簿 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 勤務時間・休暇関係 平成23年休暇簿 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 旅費 平成18年度旅行命令(依頼)簿 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 旅費 平成19年度旅行命令(依頼)簿 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 旅費 平成20年度旅行命令(依頼)簿 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 旅費 平成21年度旅行命令(依頼)簿 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 旅費 平成22年度旅行命令(依頼)簿 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 旅費 平成23年度旅行命令（依頼）簿 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 総務 旅費 平成18年度復命書 施設部施設企画チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 総務 旅費 平成19年度復命書 施設部施設企画チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 旅費 平成20年度復命書 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 旅費 平成21年度復命書 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 旅費 平成22年度復命書 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 旅費 平成23年度復命書 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 その他 三重大学災害対策本部本部隊　施設・ライフライン班活動マニュアル 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 その他 平成20年度全国部課長会議等綴 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 その他 平成21年度全国部課長会議等綴 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 その他 平成22年度全国部課長会議等綴 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 その他 平成23年度全国部課長会議等綴 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 総務 文書管理 平成20年度文書収受簿 施設部施設企画チーム総務担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 総務 文書管理 平成21年度文書収受簿 施設部施設企画チーム総務担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 総務 文書管理 平成22年度文書収受簿 施設部施設企画チーム総務担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 総務 文書管理 平成23年度文書収受簿 施設部施設企画チーム総務担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2001年度 企画 各種要求書関係 平成14年度施設整備費概算要求書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2002年度 企画 各種要求書関係 平成15年度施設整備費概算要求書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2003年度 企画 各種要求書関係 平成16年度施設整備費概算要求書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2004年度 企画 各種要求書関係 平成17年度施設整備費概算要求書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2005年度 企画 各種要求書関係 平成18年度施設整備費概算要求書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 企画 各種要求書関係 平成19年度施設整備費概算要求書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 企画 各種要求書関係 平成20年度施設整備費概算要求書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 企画 各種要求書関係 平成21年度施設整備費概算要求書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 企画 各種要求書関係 平成22年度施設整備費概算要求書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 企画 各種要求書関係 平成23年度施設整備費概算要求書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 企画 各種要求書関係 平成24年度施設整備費概算要求書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2001年度 企画 各種要求書関係 平成13年度施設整備事業実施計画案調書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2002年度 企画 各種要求書関係 平成14年度施設整備事業実施計画案調書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2003年度 企画 各種要求書関係 平成15年度施設整備事業実施計画案調書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2005年度 企画 各種要求書関係 平成17年度施設整備事業実施計画案調書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
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2006年度 企画 各種要求書関係 平成18年度施設整備事業実施計画案調書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 企画 各種要求書関係 平成19年度施設整備事業実施計画案調書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 企画 各種要求書関係 平成20年度施設整備事業実施計画案調書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 企画 各種要求書関係 平成21年度施設整備事業実施計画案調書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 企画 各種要求書関係 平成22年度施設整備事業実施計画案調書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 企画 各種要求書関係 平成23年度施設整備事業実施計画案調書 施設部施設企画チーム（企画担当） 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1961年度 企画 各種調査関係 昭和36年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1962/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1962年度 企画 各種調査関係 昭和37年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1963/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1963年度 企画 各種調査関係 昭和38年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1964/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1964年度 企画 各種調査関係 昭和39年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1965/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1965年度 企画 各種調査関係 昭和40年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1966/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1966年度 企画 各種調査関係 昭和41年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1967/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1967年度 企画 各種調査関係 昭和42年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1968/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1968年度 企画 各種調査関係 昭和43年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1969/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1969年度 企画 各種調査関係 昭和44年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1970/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1970年度 企画 各種調査関係 昭和45年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1971/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1971年度 企画 各種調査関係 昭和46年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1972/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1972年度 企画 各種調査関係 昭和47年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1973/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1973年度 企画 各種調査関係 昭和48年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1974/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1974年度 企画 各種調査関係 昭和49年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1975/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1975年度 企画 各種調査関係 昭和50年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1976/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1976年度 企画 各種調査関係 昭和51年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1977/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1977年度 企画 各種調査関係 昭和52年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1978/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1978年度 企画 各種調査関係 昭和53年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1979/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1979年度 企画 各種調査関係 昭和54年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1980/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1980年度 企画 各種調査関係 昭和55年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1981/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1981年度 企画 各種調査関係 昭和56年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1982/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1982年度 企画 各種調査関係 昭和57年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1983/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1983年度 企画 各種調査関係 昭和58年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1984/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1984年度 企画 各種調査関係 昭和59年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1985/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1985年度 企画 各種調査関係 昭和60年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1986/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1986年度 企画 各種調査関係 昭和61年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1987/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1987年度 企画 各種調査関係 昭和62年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1988/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1988年度 企画 各種調査関係 昭和63年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1989/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1989年度 企画 各種調査関係 平成元年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1990/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1990年度 企画 各種調査関係 平成2年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1991/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1991年度 企画 各種調査関係 平成3年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1992/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1992年度 企画 各種調査関係 平成4年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1993/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1993年度 企画 各種調査関係 平成5年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1994/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1994年度 企画 各種調査関係 平成6年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1995/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1995年度 企画 各種調査関係 平成7年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1996/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1996年度 企画 各種調査関係 平成8年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1997/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1997年度 企画 各種調査関係 平成9年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1998/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1998年度 企画 各種調査関係 平成10年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 1999/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1999年度 企画 各種調査関係 平成11年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2000/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2000年度 企画 各種調査関係 平成12年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2001/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2001年度 企画 各種調査関係 平成13年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2002/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2002年度 企画 各種調査関係 平成14年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2003/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2003年度 企画 各種調査関係 平成15年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2004/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2004年度 企画 各種調査関係 平成16年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2005/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2005年度 企画 各種調査関係 平成17年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2006/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
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2006年度 企画 各種調査関係 平成18年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2007/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 企画 各種調査関係 平成19年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2008/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 企画 各種調査関係 平成20年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2009/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 企画 各種調査関係 平成21年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2010/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 企画 各種調査関係 平成22年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2011/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 企画 各種調査関係 平成23年度施設実態調査関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2012/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1965年度 企画 諸法令手続き関係 農学部化学系実験研究棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1966/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1966年度 企画 諸法令手続き関係 農学部生物系実験研究棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1967/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1967年度 企画 諸法令手続き関係 附属図書館工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1968/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1967年度 企画 諸法令手続き関係 一般教育校舎1号館工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1968/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1967年度 企画 諸法令手続き関係 第一体育館・武道場工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1968/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1968年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1969/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1968年度 企画 諸法令手続き関係 技術棟・音楽棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1969/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1971年度 企画 諸法令手続き関係 水産学部校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1972/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1969年度 企画 諸法令手続き関係 農学部生理生態実験室工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1970/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1970年度 企画 諸法令手続き関係 学生食堂工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1971/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1970年度 企画 諸法令手続き関係 工学部機械電気校舎・管理棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1971/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1970年度 企画 諸法令手続き関係 医学部基礎医学校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1971/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1971年度 企画 諸法令手続き関係 工学部工業化学校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1972/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1971年度 企画 諸法令手続き関係 一般教育校舎2号館工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1972/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1971年度 企画 諸法令手続き関係 農学部共同実験室工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1972/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1971年度 企画 諸法令手続き関係 第二体育館工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1972/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1972年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部美術棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1973/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1973年度 企画 諸法令手続き関係 一般教養校舎3号館工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1974/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1973年度 企画 諸法令手続き関係 本部管理棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1974/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1973年度 企画 諸法令手続き関係 附属病院本館工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1974/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1974年度 企画 諸法令手続き関係 医学部基礎校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1975/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1975年度 企画 諸法令手続き関係 医学部臨床研究棟基礎校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1976/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1975年度 企画 諸法令手続き関係 看護学校校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1976/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1975年度 企画 諸法令手続き関係 看護学校寄宿舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1976/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1976年度 企画 諸法令手続き関係 工学部機械材料工学科校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1977/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1976年度 企画 諸法令手続き関係 医学部動物舎・RI棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1977/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1976年度 企画 諸法令手続き関係 第2食堂工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1977/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1976年度 企画 諸法令手続き関係 工学部電子工学科校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1977/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1978年度 企画 諸法令手続き関係 附属図書館工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1979/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1978年度 企画 諸法令手続き関係 工学部資源化学科校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1979/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1978年度 企画 諸法令手続き関係 厚生課外センター工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1979/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1979年度 企画 諸法令手続き関係 計算センター工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1980/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1979年度 企画 諸法令手続き関係 特別高圧受変電室工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1980/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1979年度 企画 諸法令手続き関係 廃水廃液処理施設工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1980/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1979年度 企画 諸法令手続き関係 工学部講義棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1980/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1979年度 企画 諸法令手続き関係 非常勤講師等共用施設工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1980/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1980年度 企画 諸法令手続き関係 附属病院東病棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1981/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1980年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1981/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1980年度 企画 諸法令手続き関係 医学部臨床講義棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1981/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1980年度 企画 諸法令手続き関係 女子学生寄宿舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1981/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1980年度 企画 諸法令手続き関係 一般教育理科実験棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1981/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1980年度 企画 諸法令手続き関係 外国人教師等宿泊施設工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1981/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1981年度 企画 諸法令手続き関係 工学部工学研究科校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1982/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1981年度 企画 諸法令手続き関係 医学部臨床研究棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1982/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1981年度 企画 諸法令手続き関係 工学部建築学科校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1982/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
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1983年度 企画 諸法令手続き関係 医学部動物実験施設工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1984/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1983年度 企画 諸法令手続き関係 医学部RI実験室工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1984/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1983年度 企画 諸法令手続き関係 福利施設工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1984/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1984年度 企画 諸法令手続き関係 一般教育第4校舎棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1985/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1984年度 企画 諸法令手続き関係 人文学部校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1985/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1986年度 企画 諸法令手続き関係 附属病院外来診療棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1987/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1988年度 企画 諸法令手続き関係 留学生会館工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1989/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1988年度 企画 諸法令手続き関係 屋内運動場工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1989/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1990年度 企画 諸法令手続き関係 生物資源学部校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1991/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1992年度 企画 諸法令手続き関係 工学部情報工学科校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1993/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1993年度 企画 諸法令手続き関係 地域共同センター等工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1994/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1995年度 企画 諸法令手続き関係 講堂工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1996/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1995年度 企画 諸法令手続き関係 機器分析センター工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1996/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1996年度 企画 諸法令手続き関係 工学部合同棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1997/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1996年度 企画 諸法令手続き関係 工学部院生棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1997/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1996年度 企画 諸法令手続き関係 工学部講義棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1997/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1997年度 企画 諸法令手続き関係 国際女子学生寄宿舎改修工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1998/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2000年度 企画 諸法令手続き関係 工学部第二合同棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 2001/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2001年度 企画 諸法令手続き関係 医学部看護学科棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 2002/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2001年度 企画 諸法令手続き関係 サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 2002/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2003年度 企画 諸法令手続き関係 インキュベーション施設工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 2004/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1963年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部附属小学舎・管理棟・体育館工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1964/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1966年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部附属中学舎・管理棟・体育館工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1967/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1966年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部附属小特殊学級校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1967/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1966年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部附属幼稚園園舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1967/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1967年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部附属中特殊学級校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1968/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1975年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部附属養護学校高等部校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1976/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1979年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部附属小特別教室工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1980/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1983年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部附属小校舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1984/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1986年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部附属中武道場工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1987/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2001年度 企画 諸法令手続き関係 教育学部附属養護学校日常生活訓練施設工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 2002/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1970年度 企画 諸法令手続き関係 附属農場管理棟その他工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1971/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1970年度 企画 諸法令手続き関係 附属農場礫耕温室その他工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1971/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1971年度 企画 諸法令手続き関係 附属農場大農具室その他工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1972/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1971年度 企画 諸法令手続き関係 附属農場穀物乾燥調整室その他工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1972/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1971年度 企画 諸法令手続き関係 附属農場農具室工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1972/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1971年度 企画 諸法令手続き関係 附属農場園芸育苗温室その他工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1972/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1972年度 企画 諸法令手続き関係 附属農場果樹選果室その他工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1973/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1972年度 企画 諸法令手続き関係 附属農場畜産実験室その他工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1973/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1972年度 企画 諸法令手続き関係 附属農場学生宿泊所工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1973/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1975年度 企画 諸法令手続き関係 附属農場熱帯植物温室工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1976/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1976年度 企画 諸法令手続き関係 附属演習林機械庫兼雨天作業室工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1977/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1978年度 企画 諸法令手続き関係 附属演習林管理棟学生宿泊施設工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1979/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1978年度 企画 諸法令手続き関係 附属水産実験所実験実習棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1979/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1969年度 企画 諸法令手続き関係 附属水産実験所艇庫工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1970/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1969年度 企画 諸法令手続き関係 男子寄宿舎工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1970/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1972年度 企画 諸法令手続き関係 江戸橋1丁目宿舎Ｂ棟・Ｃ棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1973/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
1971年度 企画 諸法令手続き関係 観音寺宿舎Ｂ棟・Ｃ棟工事施工関係諸法令手続等 施設部施設企画チーム（企画担当） 1972/4/1 常用 － 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2001年度 企画 通知・照会・回答 平成13年度文部科学省関係通知・照会等綴（重要なもの） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2002年度 企画 通知・照会・回答 平成14年度文部科学省関係通知・照会等綴（重要なもの） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2003年度 企画 通知・照会・回答 平成15年度文部科学省関係通知・照会等綴（重要なもの） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
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2004年度 企画 通知・照会・回答 平成16年度文部科学省関係通知・照会等綴（重要なもの） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2005年度 企画 通知・照会・回答 平成17年度文部科学省関係通知・照会等綴（重要なもの） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 企画 通知・照会・回答 平成18年度文部科学省関係通知・照会等綴（重要なもの） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 企画 通知・照会・回答 平成19年度文部科学省関係通知・照会等綴（重要なもの） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 企画 通知・照会・回答 平成20年度文部科学省関係通知・照会等綴（重要なもの） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 企画 通知・照会・回答 平成21年度文部科学省関係通知・照会等綴（重要なもの） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 企画 通知・照会・回答 平成22年度文部科学省関係通知・照会等綴（重要なもの） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 企画 通知・照会・回答 平成18年度文部科学省関係通知・照会等綴（その他文書） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 企画 通知・照会・回答 平成19年度文部科学省関係通知・照会等綴（その他文書） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 企画 通知・照会・回答 平成20年度文部科学省関係通知・照会等綴（その他文書） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 企画 通知・照会・回答 平成21年度文部科学省関係通知・照会等綴（その他文書） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 企画 通知・照会・回答 平成22年度文部科学省関係通知・照会等綴（その他文書） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 企画 通知・照会・回答 平成23年度文部科学省関係通知・照会等綴（その他文書） 施設部施設企画チーム（企画担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 企画 各種要求書関係 平成21年度営繕要求関係綴 施設部施設企画チーム（企画担当） 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 企画 各種要求書関係 平成22年度営繕要求関係綴 施設部施設企画チーム（企画担当） 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 企画 各種要求書関係 平成23年度営繕要求関係綴 施設部施設企画チーム（企画担当） 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 企画 各種要求書関係 平成24年度営繕要求関係綴 施設部施設企画チーム（企画担当） 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2004年度 企画 各種要求書関係 平成16年度災害復旧要求関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 企画 各種要求書関係 平成19年度災害復旧要求関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 企画 各種要求書関係 平成20年度災害復旧要求関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 企画 各種要求書関係 平成21年度災害復旧要求関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 企画 各種要求書関係 平成23年度災害復旧要求関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2012/4/1 10年 2019年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2006年度 企画 委員会関係 平成18年度施設委員会関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2007年度 企画 委員会関係 平成19年度施設委員会関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2008年度 企画 委員会関係 平成20年度施設委員会関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 企画 委員会関係 平成21年度施設整備委員会関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2010年度 企画 委員会関係 平成22年度施設整備委員会関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2011年度 企画 委員会関係 平成23年度施設整備委員会関係 施設部施設企画チーム（企画担当） 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 書類庫 施設部施設企画課長 廃棄
2009年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成21年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部計画推進チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成22年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2011年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成23年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部計画推進チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2009年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成21年時間外勤務確認・命令書 施設部計画推進チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成22年時間外勤務確認・命令書 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2011年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成23年時間外勤務確認・命令書 施設部計画推進チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2009年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成21年出勤簿 施設部計画推進チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成22年出勤簿 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2011年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成23年出勤簿 施設部計画推進チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2009年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成21年休暇簿 施設部計画推進チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成22年休暇簿 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2011年度 計画推進 勤務時間・休暇関係 平成23年休暇簿 施設部計画推進チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2009年度 計画推進 設計図書関係 平成21年度設計原図・計算書綴 施設部計画推進チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 設計図書関係 平成22年度設計原図・計算書綴 施設部計画推進チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2011年度 計画推進 設計図書関係 平成23年度設計原図・計算書綴 施設部計画推進チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2009年度 計画推進 設計図書関係 平成21年度内訳、積算根拠綴り 施設部計画推進チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 設計図書関係 平成22年度内訳、積算根拠綴り 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2011年度 計画推進 設計図書関係 平成23年度内訳、積算根拠綴り 施設部計画推進チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2009年度 計画推進 施工管理（監理）関係 平成21年度工事の現場書類関係 施設部計画推進チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 施工管理（監理）関係 平成22年度工事の現場書類関係 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2011年度 計画推進 施工管理（監理）関係 平成23年度工事の現場書類関係 施設部計画推進チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2009年度 計画推進 各種調査関係 平成21年度調査・報告関係綴 施設部計画推進チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 各種調査関係 平成22年度調査・報告関係綴 施設部計画推進チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
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2011年度 計画推進 各種調査関係 平成23年度調査・報告関係綴 施設部計画推進チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2009年度 計画推進 諸法令等手続き関係 平成21年度各種申請書、協議書、届出書関係綴 施設部計画推進チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 諸法令等手続き関係 平成22年度各種申請書、協議書、届出書関係綴 施設部計画推進チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2011年度 計画推進 諸法令等手続き関係 平成23年度各種申請書、協議書、届出書関係綴 施設部計画推進チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2007年度 計画推進 技術的基準関係 建築工事特記仕様書書式・同記載要領　平成19年版 施設部計画推進チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 技術的基準関係 建築工事特記仕様書書式・同記載要領　平成22年版 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2007年度 計画推進 技術的基準関係 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）　平成19年版 施設部計画推進チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 技術的基準関係 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）　平成22年版 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2007年度 計画推進 技術的基準関係 文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）　平成19年版 施設部計画推進チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 技術的基準関係 文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）　平成22年版 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2007年度 計画推進 技術的基準関係 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）　平成19年版 施設部計画推進チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 技術的基準関係 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）　平成22年版 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2007年度 計画推進 技術的基準関係 文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準）　平成19年版 施設部計画推進チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2007年度 計画推進 技術的基準関係 国立文教施設工事積算要領（建築工事）　平成19年版 施設部計画推進チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2008年度 計画推進 技術的基準関係 公共建築設計業務委託共通仕様書（統一基準）平成20年版 施設部計画推進チーム 2009/4/1 5年（要件喪失後1年） 2013年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2009年度 計画推進 技術的基準関係 公共建築設計業務委託共通仕様書（統一基準）平成21年版 施設部計画推進チーム 2010/4/1 5年（要件喪失後1年） 2014年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2007年度 計画推進 技術的基準関係 公共建築工事積算基準（統一基準）　平成19年版 施設部計画推進チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2007年度 計画推進 技術的基準関係 公共建築工事標準歩掛り（統一基準）　平成19年版 施設部計画推進チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2007年度 計画推進 技術的基準関係 文部科学省建築工事標準歩掛り（特記基準）　平成19年版 施設部計画推進チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2007年度 計画推進 技術的基準関係 公共建築数量積算基準（統一基準）　平成19年版（一部改正） 施設部計画推進チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 技術的基準関係 土木工事特記仕様書書式・同記載要領　平成22年版 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 技術的基準関係 土木工事特記仕様書等記載要領　平成22年版 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 技術的基準関係 土木工事特記仕様書書式・同記載要領　平成22年版 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 技術的基準関係 土木工事特記仕様書書式・同記載要領　平成22年版 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2010年度 計画推進 技術的基準関係 文部科学省土木工事標準仕様書　平成22年版 施設部計画推進チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2009年度 計画推進 技術的基準関係 国立文教施設工事積算要領（土木工事）　平成21年 施設部計画推進チーム 2010/4/1 5年（要件喪失後1年） 2014年度末 紙 事務室 施設部整備課長 廃棄
2006年度 施設管理 技術的基準関係 平成18年度保全業務の労務単価 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 技術的基準関係 平成19年度保全業務の労務単価 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 技術的基準関係 平成20年度保全業務の労務単価 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 技術的基準関係 平成21年度保全業務の労務単価 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 技術的基準関係 平成22年度保全業務の労務単価 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 技術的基準関係 平成23年度保全業務の労務単価 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 技術的基準関係 文教施設保全業務標準仕様書　（平成20年版） 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 技術的基準関係 文教施設保全業務標準仕様書参考資料　（平成20年版） 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 技術的基準関係 文教施設保全業務特記仕様書書式・同記載要領（平成20年版） 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 技術的基準関係 文教施設保全業務積算基準（平成20年版） 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 技術的基準関係 文教施設保全業務積算基準の運用（平成20年版） 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1981年度 施設管理 契約 昭和56年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1982年度 施設管理 契約 昭和57年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1983年度 施設管理 契約 昭和58年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1984年度 施設管理 契約 昭和59年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1985年度 施設管理 契約 昭和60年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1986年度 施設管理 契約 昭和61年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1987年度 施設管理 契約 昭和62年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1989年度 施設管理 契約 平成元年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1990年度 施設管理 契約 平成2年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1991年度 施設管理 契約 平成3年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1992年度 施設管理 契約 平成4年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1993年度 施設管理 契約 平成5年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1994年度 施設管理 契約 平成6年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1995年度 施設管理 契約 平成7年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
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1997年度 施設管理 契約 平成9年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1999年度 施設管理 契約 平成11年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2000年度 施設管理 契約 平成12年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2001年度 施設管理 契約 平成13年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2002年度 施設管理 契約 平成14年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2003年度 施設管理 契約 平成15年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2004年度 施設管理 契約 平成16年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2005年度 施設管理 契約 平成17年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 契約 平成18年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 契約 平成19年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 契約 平成20年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 契約 平成21年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 契約 平成22年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 契約 平成23年度契約書（申込書） 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1981年度 施設管理 契約 昭和56年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1982年度 施設管理 契約 昭和57年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1983年度 施設管理 契約 昭和58年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1984年度 施設管理 契約 昭和59年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1985年度 施設管理 契約 昭和60年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1986年度 施設管理 契約 昭和61年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1987年度 施設管理 契約 昭和62年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1989年度 施設管理 契約 平成元年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1990年度 施設管理 契約 平成2年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1991年度 施設管理 契約 平成3年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1992年度 施設管理 契約 平成4年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1993年度 施設管理 契約 平成5年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1994年度 施設管理 契約 平成6年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1995年度 施設管理 契約 平成7年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1997年度 施設管理 契約 平成9年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1999年度 施設管理 契約 平成11年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2000年度 施設管理 契約 平成12年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2001年度 施設管理 契約 平成13年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2002年度 施設管理 契約 平成14年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2003年度 施設管理 契約 平成15年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2004年度 施設管理 契約 平成16年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2005年度 施設管理 契約 平成17年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 契約 平成18年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 契約 平成19年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 契約 平成20年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 契約 平成21年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 契約 平成22年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 契約 平成23年度契約に関する資料 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 各種調査関係 平成18年度役務業務関係綴 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 各種調査関係 平成19年度役務業務関係綴 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 各種調査関係 平成20年度役務業務関係綴 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 各種調査関係 平成21年度役務業務関係綴 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 各種調査関係 平成22年度役務業務関係綴 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 各種調査関係 平成23年度役務業務関係綴 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 設計図書関係 平成18年度役務業務積算関係綴 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 設計図書関係 平成19年度役務業務積算関係綴 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 設計図書関係 平成20年度役務業務積算関係綴 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
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2009年度 施設管理 設計図書関係 平成21年度役務業務積算関係綴 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 設計図書関係 平成22年度役務業務積算関係綴 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 設計図書関係 平成23年度役務業務積算関係綴 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2001年度 施設管理 通知・照会・回答 平成13年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2002年度 施設管理 通知・照会・回答 平成14年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2003年度 施設管理 通知・照会・回答 平成15年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2004年度 施設管理 通知・照会・回答 平成16年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2005年度 施設管理 通知・照会・回答 平成17年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 通知・照会・回答 平成18年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 通知・照会・回答 平成19年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 通知・照会・回答 平成20年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 通知・照会・回答 平成21年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 通知・照会・回答 平成22年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 通知・照会・回答 平成23年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 通知・照会・回答 平成18年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 通知・照会・回答 平成19年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 通知・照会・回答 平成20年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 通知・照会・回答 平成21年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 通知・照会・回答 平成22年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 通知・照会・回答 平成23年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 通知・照会・回答 平成20年度他大学・他機関通知・照会・回答・文書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 通知・照会・回答 平成21年度他大学・他機関通知・照会・回答・文書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 通知・照会・回答 平成22年度他大学・他機関通知・照会・回答・文書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 通知・照会・回答 平成23年度他大学・他機関通知・照会・回答・文書 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成18年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成19年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成20年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成21年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成22年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成23年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成18年度超過勤務等命令簿 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成19年度超過勤務等命令簿 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成20年度超過勤務等命令簿 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成21年度超過勤務等命令簿 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成22年度超過勤務等命令簿 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成23年度超過勤務等命令簿 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成18年出勤簿 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成19年出勤簿 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成20年出勤簿 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成21年出勤簿 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成22年出勤簿 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成18年休暇簿 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成19年休暇簿 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成20年休暇簿 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成21年休暇簿 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成22年休暇簿 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 勤務時間・休暇関係 平成23年休暇簿 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2001年度 施設管理 設計図書関係 平成13年度設計原図・計算書綴 施設部施設管理課チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2002年度 施設管理 設計図書関係 平成14年度設計原図・計算書綴 施設部施設管理課チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2003年度 施設管理 設計図書関係 平成15年度設計原図・計算書綴 施設部施設管理課チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2004年度 施設管理 設計図書関係 平成16年度設計原図・計算書綴 施設部施設管理課チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
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2005年度 施設管理 設計図書関係 平成17年度設計原図・計算書綴 施設部施設管理課チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 設計図書関係 平成18年度設計原図・計算書綴 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 設計図書関係 平成19年度設計原図・計算書綴 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 設計図書関係 平成20年度設計原図・計算書綴 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 設計図書関係 平成21年度設計原図・計算書綴 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 設計図書関係 平成22年度設計原図・計算書綴 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 設計図書関係 平成23年度設計原図・計算書綴 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2001年度 施設管理 設計図書関係 平成13年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設管理課チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2002年度 施設管理 設計図書関係 平成14年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設管理課チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2003年度 施設管理 設計図書関係 平成15年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設管理課チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2004年度 施設管理 設計図書関係 平成16年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設管理課チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2005年度 施設管理 設計図書関係 平成17年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設管理課チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 設計図書関係 平成18年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 設計図書関係 平成19年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 設計図書関係 平成20年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 設計図書関係 平成21年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 設計図書関係 平成22年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 設計図書関係 平成23年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編）　平成19年版 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編）　平成19年版 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 技術的基準関係 文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準）　平成19年版 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築設備工事標準図（統一基準）（機械設備工事編）　平成19年版 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 技術的基準関係 文部科学省機械設備工事標準図（特記基準）　平成19年版 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編）　平成22年版 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編）　平成22年版 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 技術的基準関係 文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準）　平成22年版 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築設備工事標準図（統一基準）（機械設備工事編）　平成22年版 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 技術的基準関係 文部科学省機械設備工事標準図（特記基準）　平成22年版 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編）　平成19年版 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編）　平成19年版 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 技術的基準関係 文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準）　平成19年版 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築設備工事標準図（統一基準）（電気設備工事編）　平成19年版 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 技術的基準関係 文部科学省電気設備工事標準図（特記基準）　平成19年版 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編）　平成22年版 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編）　平成22年版 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 技術的基準関係 文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準）　平成22年版 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 技術的基準関係 公共建築設備工事標準図（統一基準）（電気設備工事編）　平成22年版 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 技術的基準関係 文部科学省電気設備工事標準図（特記基準）　平成22年版 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
1988年度 施設管理 技術的基準関係 設計図書作成資料　昭和63年 施設部施設管理課チーム 1989/4/1 5年（要件喪失後1年） － 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成18年度生活廃水関係 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成19年度生活廃水関係 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成20年度生活廃水関係 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成21年度生活廃水関係 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成22年度生活廃水関係 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成23年度生活廃水関係 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成18年度専用水道水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成19年度専用水道水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成20年度専用水道水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成21年度専用水道水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成22年度専用水道水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成23年度専用水道水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
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2006年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成18年度簡易水道施設検査報告書 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成19年度簡易水道施設検査報告書 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成20年度簡易水道施設検査報告書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成21年度簡易水道施設検査報告書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成22年度簡易水道施設検査報告書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成23年度簡易水道施設検査報告書 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成18年度ばい煙測定結果書 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成19年度ばい煙測定結果書 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成20年度ばい煙測定結果書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成21年度ばい煙測定結果書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成22年度ばい煙測定結果書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成18年度ボイラ及び第一種圧力容器性能検査結果書 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成19年度ボイラ及び第一種圧力容器性能検査結果書 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成20年度ボイラ及び第一種圧力容器性能検査結果書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成21年度ボイラ及び第一種圧力容器性能検査結果書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成22年度ボイラ及び第一種圧力容器性能検査結果書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成23年度ボイラ及び第一種圧力容器性能検査結果書 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成18年度合併処理施設保守点検報告書 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成19年度合併処理施設保守点検報告書 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成20年度合併処理施設保守点検報告書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成21年度合併処理施設保守点検報告書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成22年度合併処理施設保守点検報告書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成23年度合併処理施設保守点検報告書 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成18年度病院放流水水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成19年度病院放流水水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成20年度病院放流水水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成21年度病院放流水水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成22年度病院放流水水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成23年度病院放流水水質検査結果書 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成18年度放流水ＣＯＤ測定結果書 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成19年度放流水ＣＯＤ測定結果書 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成20年度放流水ＣＯＤ測定結果書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成21年度放流水ＣＯＤ測定結果書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成22年度放流水ＣＯＤ測定結果書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成23年度放流水ＣＯＤ測定結果書 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成18年度消防設備点検結果報告書 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成19年度消防設備点検結果報告書 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成20年度消防設備点検結果報告書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成21年度消防設備点検結果報告書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成22年度消防設備点検結果報告書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成23年度消防設備点検結果報告書 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成18年度ダイオキシン測定結果書 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成19年度ダイオキシン測定結果書 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 諸法令等手続き関係 平成20年度ダイオキシン測定結果書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 委員会関係 平成18年度環境保全委員会関係綴 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 委員会関係 平成19年度環境保全委員会関係綴 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 委員会関係 平成20年度環境保全委員会関係綴 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 委員会関係 平成21年度環境保全委員会関係綴 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 委員会関係 平成22年度環境保全委員会関係綴 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 委員会関係 平成23年度環境保全委員会関係綴 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2001年度 施設管理 通知・照会・回答 平成13年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄

109 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2002年度 施設管理 通知・照会・回答 平成14年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2003年度 施設管理 通知・照会・回答 平成15年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2004年度 施設管理 通知・照会・回答 平成16年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2005年度 施設管理 通知・照会・回答 平成17年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 通知・照会・回答 平成18年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 通知・照会・回答 平成19年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 通知・照会・回答 平成20年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 通知・照会・回答 平成21年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 通知・照会・回答 平成22年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 通知・照会・回答 平成23年度文部省通知・照会・回答文書 (重要な文書） 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 通知・照会・回答 平成18年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 通知・照会・回答 平成19年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 通知・照会・回答 平成20年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 通知・照会・回答 平成21年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 通知・照会・回答 平成22年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 通知・照会・回答 平成23年度文部省通知・照会・回答文書 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 通知・照会・回答 平成20年度他大学・他機関通知・照会・回答・文書 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 通知・照会・回答 平成21年度他大学・他機関通知・照会・回答・文書 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 通知・照会・回答 平成22年度他大学・他機関通知・照会・回答・文書 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 通知・照会・回答 平成23年度他大学・他機関通知・照会・回答・文書 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 物品管理 平成18年度毒物・劇物管理関係綴 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 物品管理 平成19年度毒物・劇物管理関係綴 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 物品管理 平成20年度毒物・劇物管理関係綴 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 物品管理 平成21年度毒物・劇物管理関係綴 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 物品管理 平成22年度毒物・劇物管理関係綴 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 物品管理 平成23年度毒物・劇物管理関係綴 施設部施設管理課チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設管理 物品管理 平成18年度マニフェスト関係綴 施設部施設管理課チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2007年度 施設管理 物品管理 平成19年度マニフェスト関係綴 施設部施設管理課チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2008年度 施設管理 物品管理 平成20年度マニフェスト関係綴 施設部施設管理課チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2009年度 施設管理 物品管理 平成21年度マニフェスト関係綴 施設部施設管理課チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2010年度 施設管理 物品管理 平成22年度マニフェスト関係綴 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2011年度 施設管理 物品管理 平成23年度マニフェスト関係綴 施設部施設管理課チーム 2011/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設管理課長 廃棄
2006年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成18年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成19年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2008年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成20年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設整備チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成21年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設整備チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成22年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
201１年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成23年度職員の服務及び勤務時間関係 施設部施設整備チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成18年度超過勤務等命令簿 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成19年度超過勤務等命令簿 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2008年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成20年度超過勤務等命令簿 施設部施設整備チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成21年度超過勤務等命令簿 施設部施設整備チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成22年度超過勤務等命令簿 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
201１年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成23年度超過勤務等命令簿 施設部施設整備チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成18年出勤簿 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成19年出勤簿 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2008年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成20年出勤簿 施設部施設整備チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成21年出勤簿 施設部施設整備チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成22年出勤簿 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
201１年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成23年出勤簿 施設部施設整備チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成18年休暇簿 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
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2007年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成19年休暇簿 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2008年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成20年休暇簿 施設部施設整備チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成21年休暇簿 施設部施設整備チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成22年休暇簿 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
201１年度 施設整備 勤務時間・休暇関係 平成23年休暇簿 施設部施設整備チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2001年度 施設整備 設計図書関係 平成13年度設計原図・計算書綴 施設部施設整備チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2002年度 施設整備 設計図書関係 平成14年度設計原図・計算書綴 施設部施設整備チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2003年度 施設整備 設計図書関係 平成15年度設計原図・計算書綴 施設部施設整備チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2004年度 施設整備 設計図書関係 平成16年度設計原図・計算書綴 施設部施設整備チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2005年度 施設整備 設計図書関係 平成17年度設計原図・計算書綴 施設部施設整備チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 設計図書関係 平成18年度設計原図・計算書綴 施設部施設整備チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 設計図書関係 平成19年度設計原図・計算書綴 施設部施設整備チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2008年度 施設整備 設計図書関係 平成20年度設計原図・計算書綴 施設部施設整備チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 設計図書関係 平成21年度設計原図・計算書綴 施設部施設整備チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 設計図書関係 平成22年度設計原図・計算書綴 施設部施設整備チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
201１年度 施設整備 設計図書関係 平成23年度設計原図・計算書綴 施設部施設整備チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2001年度 施設整備 設計図書関係 平成13年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設整備チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2002年度 施設整備 設計図書関係 平成14年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設整備チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2003年度 施設整備 設計図書関係 平成15年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設整備チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2004年度 施設整備 設計図書関係 平成16年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設整備チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2005年度 施設整備 設計図書関係 平成17年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設整備チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 設計図書関係 平成18年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設整備チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 設計図書関係 平成19年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設整備チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2008年度 施設整備 設計図書関係 平成20年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設整備チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 設計図書関係 平成21年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設整備チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 設計図書関係 平成22年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設整備チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
201１年度 施設整備 設計図書関係 平成23年度工事の設計・積算・施工綴 施設部施設整備チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2001年度 施設整備 各種調査関係 平成13年度調査・報告関係綴 施設部施設整備チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2002年度 施設整備 各種調査関係 平成14年度調査・報告関係綴 施設部施設整備チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2003年度 施設整備 各種調査関係 平成15年度調査・報告関係綴 施設部施設整備チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2004年度 施設整備 各種調査関係 平成16年度調査・報告関係綴 施設部施設整備チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2005年度 施設整備 各種調査関係 平成17年度調査・報告関係綴 施設部施設整備チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 各種調査関係 平成18年度調査・報告関係綴 施設部施設整備チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 各種調査関係 平成19年度調査・報告関係綴 施設部施設整備チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2008年度 施設整備 各種調査関係 平成20年度調査・報告関係綴 施設部施設整備チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 各種調査関係 平成21年度調査・報告関係綴 施設部施設整備チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 各種調査関係 平成22年度調査・報告関係綴 施設部施設整備チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
201１年度 施設整備 各種調査関係 平成23年度調査・報告関係綴 施設部施設整備チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 技術的基準関係 屋内運動場の耐震性能診断基準　平成18年度 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年（要件喪失後1年） 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 屋内運動場の耐震性能診断基準　平成22年10月（一部変更） 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 技術的基準関係 建築構造設計指針　平成21年度 施設部施設整備チーム 2010/4/1 5年（要件喪失後1年） 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 建築工事特記仕様書書式・同記載要領　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 建築工事特記仕様書書式・同記載要領　平成22年版 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）　平成22年版 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）　平成22年版 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）　平成22年版 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準）　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 技術的基準関係 平成18年度国立文教施設工事複合単価表（建築工事） 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
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2007年度 施設整備 技術的基準関係 平成19年度国立文教施設工事複合単価表（建築工事） 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2008年度 施設整備 技術的基準関係 平成20年度国立文教施設工事複合単価表（建築工事） 施設部施設整備チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 技術的基準関係 平成21年度国立文教施設工事複合単価表（建築工事） 施設部施設整備チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 平成22年度国立文教施設工事複合単価表（建築工事） 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
201１年度 施設整備 技術的基準関係 平成23年度国立文教施設工事複合単価表（建築工事） 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 技術的基準関係 国立文教施設工事積算要領（建築工事）　平成18年版 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 国立文教施設工事積算要領（建築工事）　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2008年度 施設整備 技術的基準関係 公共建築設計業務委託共通仕様書（統一基準）　平成20年版 施設部施設整備チーム 2009/4/1 5年（要件喪失後1年） 2013年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 技術的基準関係 公共建築設計業務委託共通仕様書（統一基準）　平成21年版 施設部施設整備チーム 2010/4/1 5年（要件喪失後1年） 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 技術的基準関係 官庁施設の総合耐震計画基準（統一基準）　平成18年版 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年（要件喪失後1年） 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 官庁施設の総合耐震計画基準（統一基準）　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 公共建築工事積算基準（統一基準）　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 技術的基準関係 公共建築工事標準歩掛り（統一基準）　平成18年版 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年（要件喪失後1年） 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 公共建築工事標準歩掛り（統一基準）　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 技術的基準関係 文部科学省建築工事標準歩掛り（特記基準）　平成18年版 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年（要件喪失後1年） 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 文部科学省建築工事標準歩掛り（特記基準）　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 技術的基準関係 公共建築数量積算基準（統一基準）　平成18年版 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年（要件喪失後1年） 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 公共建築数量積算基準（統一基準）　平成19年版（一部改正） 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 小学校施設整備指針　平成19年 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 小学校施設整備指針　平成22年 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 中学校施設整備指針　平成19年 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 中学校施設整備指針　平成22年 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 幼稚園施設整備指針　平成19年 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 技術的基準関係 幼稚園施設整備指針　平成21年 施設部施設整備チーム 2010/4/1 5年（要件喪失後1年） 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 幼稚園施設整備指針　平成22年 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 土木工事特記仕様書書式・同記載要領　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年（要件喪失後1年） 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 土木工事特記仕様書書式・同記載要領　平成22年版 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年（要件喪失後1年） 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 施設整備 技術的基準関係 土木工事標準仕様書　平成19年版 施設部施設整備チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 土木工事標準仕様書　平成22年版 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 文部科学省土木工事標準仕様書（一部改正）　平成22年版 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 技術的基準関係 平成21年度国立文教施設工事複合単価表（土木工事） 施設部施設整備チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2010年度 施設整備 技術的基準関係 平成22年度国立文教施設工事複合単価表（土木工事） 施設部施設整備チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2006年度 施設整備 技術的基準関係 国立文教施設工事積算要領（土木工事）　H18 施設部施設整備チーム 2007/4/1 5年（要件喪失後1年） 2011年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2009年度 施設整備 技術的基準関係 国立文教施設工事積算要領（土木工事）　H21 施設部施設整備チーム 2010/4/1 5年（要件喪失後1年） 2014年度末 紙 事務室 施設部施設整備課長 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 環境方針 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 旧版後５年 2017年度末 紙 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 環境マネジメントマニュアル　MU-M 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 旧版後５年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 環境マネジメントマニュアル手順書　MU-D 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 旧版後５年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 記録文書　MU-R　緊急時の関係綴 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 記録文書　MU-R　内部監査の関係綴 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 記録文書　MU-R　 高関係責任者による見直し関係綴 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 記録文書　MU-R　環境影響調査の関係綴（各部局/利害関係者） 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 旧版後５年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 記録文書　MU-R　その他の記録 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 5年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 記録文書　MU-R　様式 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 旧版後５年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 環境ISO推進室会議及び環境管理推進センター会議関係綴 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 5年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 会議開催通知 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 5年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 広報関係綴 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 5年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 ISO14001認証審査の関係綴 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 5年 2017年度末 紙 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 三重大学環境報告書 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 支援室 総括環境責任者 廃棄
2007年度 環境管理推進センター ISO14001 環境報告書作成の関係綴 環境管理推進センター支援室 2008/4/1 5年 2017年度末 電子媒体 支援室 総括環境責任者 廃棄
2006年度 研究総括 間接経費 平成１８年度間接経費関係 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 間接経費 平成１９年度間接経費関係 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
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2008年度 研究総括 間接経費 平成２０年度間接経費関係 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 間接経費 平成２１年度間接経費関係 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 間接経費 平成２２年度間接経費関係 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 間接経費 平成２３年度間接経費関係 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究総括 グローバルCOEプログラム 平成18年度(H19） グローバルCOEプログラム関係 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 3年　 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 グローバルCOEプログラム 平成19年度(H20） グローバルCOEプログラム関係 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 3年　 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究総括 服務 平成１８年度出勤簿 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 服務 平成１９年度出勤簿 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究総括 服務 平成２０年度出勤簿 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 服務 平成２１年度出勤簿 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 服務 平成２２年度出勤簿 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 服務 平成２３年度出勤簿 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究総括 服務 平成１８年度超過勤務命令簿 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 服務 平成１９年度超過勤務命令簿 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究総括 服務 平成２０年度時間外勤務・命令書 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 服務 平成２１年度時間外勤務・命令書 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 服務 平成２２年度時間外勤務・命令書 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 服務 平成２３年度時間外勤務・命令書 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究総括 服務 平成１８年度休暇簿 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 服務 平成１９年度休暇簿 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究総括 服務 平成２０年度休暇簿 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 服務 平成２１年度休暇簿 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 服務 平成２２年度休暇簿 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 服務 平成２３年度休暇簿 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究総括 服務 平成１８年度欠勤届 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 服務 平成１９年度欠勤届 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究総括 服務 平成２０年度欠勤届 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 服務 平成２１年度欠勤届 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 服務 平成２２年度欠勤届 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 服務 平成２３年度欠勤届 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究総括 旅行命令等関係 平成１８年度出張命令・依頼（休暇簿） 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 旅行命令等関係 平成１９年度出張命令・依頼（休暇簿） 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究総括 旅行命令等関係 平成２０年度出張命令・依頼（休暇簿） 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 旅行命令等関係 平成２１年度出張命令・依頼（休暇簿） 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 旅行命令等関係 平成２２年度出張命令・依頼（休暇簿） 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 旅行命令等関係 平成２３年度出張命令・依頼（休暇簿） 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究総括 旅行命令等関係 平成１８年度出張命令復命書等 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 旅行命令等関係 平成１９年度出張命令復命書等 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究総括 旅行命令等関係 平成２０年度出張命令復命書等 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 旅行命令等関係 平成２１年度出張命令復命書等 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 旅行命令等関係 平成２２年度出張命令復命書等 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 旅行命令等関係 平成２３年度出張命令復命書等 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究総括 通知、調査報告 平成１８年度文部科学省からの照会等文書 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 通知、調査報告 平成１９年度文部科学省からの照会等文書 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究総括 通知、調査報告 平成２０年度文部科学省からの照会等文書 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 通知、調査報告 平成２１年度文部科学省からの照会等文書 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 通知、調査報告 平成２２年度文部科学省からの照会等文書 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 通知、調査報告 平成２３年度文部科学省からの照会等文書 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究総括 通知、調査報告 平成２０年度他大学、他機関からの照会等文書 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 3年　 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 通知、調査報告 平成２１年度他大学、他機関からの照会等文書 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 3年　 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 通知、調査報告 平成２２年度他大学、他機関からの照会等文書 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 3年　 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
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2011年度 研究総括 通知、調査報告 平成２３年度他大学、他機関からの照会等文書 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 3年　 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究総括 通知、調査報告 平成１８年度学術研究活動に関する調査関係 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 通知、調査報告 平成１９年度学術研究活動に関する調査関係 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究総括 通知、調査報告 平成２０年度学術研究活動に関する調査関係 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 通知、調査報告 平成２１年度学術研究活動に関する調査関係 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 通知、調査報告 平成２２年度学術研究活動に関する調査関係 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
201１年度 研究総括 通知、調査報告 平成２３年度学術研究活動に関する調査関係 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究総括 会議（委員会）関係 平成１８年度会議（委員会）関係資料 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 会議（委員会）関係 平成１９年度会議（委員会）関係資料 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究総括 会議（委員会）関係 平成２０年度会議（委員会）関係資料 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 会議（委員会）関係 平成２１年度会議（委員会）関係資料 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 会議（委員会）関係 平成２２年度会議（委員会）関係資料 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 会議（委員会）関係 平成２３年度会議（委員会）関係資料 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究総括 講堂利用関係 平成１８年度講堂関係綴 学術情報部研究支援チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究総括 講堂利用関係 平成１９年度講堂関係綴 学術情報部研究支援チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究総括 講堂利用関係 平成２０年度講堂関係綴 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究総括 講堂利用関係 平成２１年度講堂関係綴 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究総括 講堂利用関係 平成２２年度講堂関係綴 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 講堂利用関係 平成２３年度講堂関係綴 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成１８年度帰属審査資料 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成１９年度帰属審査資料 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成２０年度帰属審査資料 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成２１年度帰属審査資料 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成２２年度帰属審査資料 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成２３年度帰属審査資料 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成１８年度委員会記録 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成１９年度委員会記録 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成２０年度委員会記録 学術情報部研究支援チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成２１年度委員会記録 学術情報部研究支援チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成２２年度委員会記録 学術情報部研究支援チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究支援 知的財産評価委員会 平成２３年度委員会記録 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究支援 国有特許関係 平成１８年度出願関係書類 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究支援 国有特許関係 平成１９年度出願関係書類 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究支援 国有特許関係 平成２０年度出願関係書類 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究支援 国有特許関係 平成２１年度出願関係書類 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 国有特許関係 平成２２年度出願関係書類 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究支援 国有特許関係 平成２３年度出願関係書類 学術情報部研究支援チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
1990年度 研究支援 広報関係 創造開発研究センター概要（保存用） 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 1991/4/1 常用 － 紙 スタッフルーム 学術情報部研究支援課長 廃棄
1993年度 研究支援 広報関係 創造開発研究センター研究報告（保存用） 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 1994/4/1 常用 － 紙 スタッフルーム 学術情報部研究支援課長 廃棄
1991年度 研究支援 広報関係 創造開発研究センターニュース（保存用） 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 1992/4/1 常用 － 紙 スタッフルーム 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究支援 各種委員会等 平成１８年度運営委員会関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究支援 各種委員会等 平成１９年度運営委員会関係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究支援 各種委員会等 平成２０年度運営委員会関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究支援 各種委員会等 平成２１年度運営委員会関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 各種委員会等 平成２２年度運営委員会関係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究支援 各種委員会等 平成２３年度運営委員会関係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究支援 申請書 平成19年度生命科学研究支援センター機器分析施設利用申請書 機器分析施設担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 機器分析施設事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究支援 申請書 平成20年度生命科学研究支援センター機器分析施設利用申請書 機器分析施設担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 機器分析施設事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究支援 申請書 平成21年度生命科学研究支援センター機器分析施設利用申請書 機器分析施設担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 機器分析施設事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 申請書 平成22年度生命科学研究支援センター機器分析施設利用申請書 機器分析施設担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 機器分析施設事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究支援 申請書 平成23年度生命科学研究支援センター機器分析施設利用申請書 機器分析施設担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 機器分析施設事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
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2007年度 研究支援 申請書 平成19年度生命科学研究支援センター機器分析施設利用簿 機器分析施設担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 機器分析施設事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究支援 申請書 平成20年度生命科学研究支援センター機器分析施設利用簿 機器分析施設担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 機器分析施設事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究支援 申請書 平成21年度生命科学研究支援センター機器分析施設利用簿 機器分析施設担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 機器分析施設事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 申請書 平成22年度生命科学研究支援センター機器分析施設利用簿 機器分析施設担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 機器分析施設事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究支援 申請書 平成23年度生命科学研究支援センター機器分析施設利用簿 機器分析施設担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 機器分析施設事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 通知・報告書 共同研究・受託研究関係 地域戦略センター担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 地域戦略センター事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究総括 会議 幹部会議・連絡調整会議綴 地域戦略センター担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 地域戦略センター事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究支援 申請書 平成１８年度組換えＤＮＡ実験関係 組換えＤＮＡ実験担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究支援 申請書 平成１９年度組換えＤＮＡ実験関係 組換えＤＮＡ実験担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究支援 申請書 平成２０年度組換えＤＮＡ実験関係 組換えＤＮＡ実験担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究支援 申請書 平成２１年度組換えＤＮＡ実験関係 組換えＤＮＡ実験担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 申請書 平成２２年度組換えＤＮＡ実験関係 組換えＤＮＡ実験担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究支援 申請書 平成２３年度組換えＤＮＡ実験関係 組換えＤＮＡ実験担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2001年度 研究支援 調査・統計 平成１３年度放射線同位元素等取扱施設調査等関係資料 放射線関係業務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2002年度 研究支援 調査・統計 平成１４年度放射線同位元素等取扱施設調査等関係資料 放射線関係業務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2003年度 研究支援 調査・統計 平成１５年度放射線同位元素等取扱施設調査等関係資料 放射線関係業務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2004年度 研究支援 調査・統計 平成１６年度放射線同位元素等取扱施設調査等関係資料 放射線関係業務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2005年度 研究支援 調査・統計 平成１７年度放射線同位元素等取扱施設調査等関係資料 放射線関係業務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究支援 調査・統計 平成１８年度放射線同位元素等取扱施設調査等関係資料 放射線関係業務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究支援 調査・統計 平成１９年度放射線同位元素等取扱施設調査等関係資料 放射線関係業務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究支援 調査・統計 平成２０年度放射線同位元素等取扱施設調査等関係資料 放射線関係業務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究支援 調査・統計 平成２１年度放射線同位元素等取扱施設調査等関係資料 放射線関係業務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 調査・統計 平成２２年度放射線同位元素等取扱施設調査等関係資料 放射線関係業務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究支援 調査・統計 平成２３年度放射線同位元素等取扱施設調査等関係資料 放射線関係業務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2001年度 研究支援 報告書 平成１３年度放射線管理状況報告書 放射線関係業務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2002年度 研究支援 報告書 平成１４年度放射線管理状況報告書 放射線関係業務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2003年度 研究支援 報告書 平成１５年度放射線管理状況報告書 放射線関係業務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2004年度 研究支援 報告書 平成１６年度放射線管理状況報告書 放射線関係業務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2005年度 研究支援 報告書 平成１７年度放射線管理状況報告書 放射線関係業務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究支援 報告書 平成１8年度放射線管理状況報告書 放射線関係業務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究支援 報告書 平成１9年度放射線管理状況報告書 放射線関係業務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究支援 報告書 平成２０年度放射線管理状況報告書 放射線関係業務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究支援 報告書 平成２１年度放射線管理状況報告書 放射線関係業務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 報告書 平成２２年度放射線管理状況報告書 放射線関係業務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
201１年度 研究支援 報告書 平成２３年度放射線管理状況報告書 放射線関係業務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
1973年度 研究支援 報告書 放射線取扱主任者選任解任届 放射線関係業務担当 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
1973年度 研究支援 申請書 放射性同位元素の使用許可申請書 放射線関係業務担当 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
1967年度 研究支援 申請書 承認使用に係る変更承認申請書 放射線関係業務担当 1968/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
1996年度 研究支援 申請書 放射性同位元素の使用届 放射線関係業務担当 1997/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
1980年度 研究支援 申請書 放射線障害予防規定変更届 放射線関係業務担当 1981/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
1999年度 研究支援 広報関係 遺伝子実験施設概要（保存用） 生命科学（セ）担当 2000/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
1999年度 研究支援 広報関係 遺伝子実験施設研究報告（保存用） 生命科学（セ）担当 2000/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究支援 兼業関係 平成１８年度兼業関係資料 生命科学（セ）担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究支援 兼業関係 平成１９年度兼業関係資料 生命科学（セ）担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2008年度 研究支援 兼業関係 平成２０年度兼業関係資料 生命科学（セ）担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究支援 兼業関係 平成２１年度兼業関係資料 生命科学（セ）担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 兼業関係 平成２２年度兼業関係資料 生命科学（セ）担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 兼業関係 平成２３年度兼業関係資料 生命科学（セ）担当 2011/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
1987年 研究支援 動物実験 動物実験関係 動物実験担当 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 研究支援 申請書 平成1８年度動物実験審査申請書等関係 動物実験担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2007年度 研究支援 申請書 平成1９年度動物実験審査申請書等関係 動物実験担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
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2008年度 研究支援 申請書 平成20年度動物実験審査申請書等関係 動物実験担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2009年度 研究支援 申請書 平成21年度動物実験審査申請書等関係 動物実験担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2010年度 研究支援 申請書 平成22年度動物実験審査申請書等関係 動物実験担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2011年度 研究支援 申請書 平成23年度動物実験審査申請書等関係 動物実験担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部研究支援課長 廃棄
2006年度 社会連携 出張関係 平成１８年度出張関係書類 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 社会連携 出張関係 平成１９年度出張関係書類 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 社会連携 出張関係 平成２０年度出張関係書類 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 社会連携 出張関係 平成２１年度出張関係書類 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 社会連携 出張関係 平成２２年度出張関係書類 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 社会連携 出張関係 平成２３年度出張関係書類 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 社会連携 服務及び勤務時間関係 平成１８年服務及び勤務時間関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 社会連携 服務及び勤務時間関係 平成１９年服務及び勤務時間関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 社会連携 服務及び勤務時間関係 平成２０年服務及び勤務時間関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 社会連携 服務及び勤務時間関係 平成２１年服務及び勤務時間関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 社会連携 服務及び勤務時間関係 平成２２年服務及び勤務時間関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 社会連携 服務及び勤務時間関係 平成２３年服務及び勤務時間関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 社会連携 各種委員会等 平成１８年度運営委員会関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 社会連携 各種委員会等 平成１９年度運営委員会関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 社会連携 各種委員会等 平成１８年度運営委員会関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 社会連携 各種委員会等 平成１９年度運営委員会関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 社会連携 各種委員会等 平成１８年度運営委員会関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 社会連携 各種委員会等 平成１９年度運営委員会関係 学術情報部社会連携チーム社会連携担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究資金 民間等との共同研究 平成１８年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究資金 民間等との共同研究 平成２１年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究資金 民間等との共同研究 平成２２年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究資金 民間等との共同研究 平成２０年度受入決定通知書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2009/4/1 3年　 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究資金 民間等との共同研究 平成２１年度受入決定通知書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2010/4/1 3年　 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究資金 民間等との共同研究 平成２２年度受入決定通知書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2011/4/1 3年　 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究資金 民間等との共同研究 平成２３年度受入決定通知書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2012/4/1 3年　 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究資金 民間等との共同研究 平成１８年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究資金 民間等との共同研究 平成１９年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究資金 民間等との共同研究 平成２０年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究資金 民間等との共同研究 平成２１年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究資金 民間等との共同研究 平成２２年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究資金 民間等との共同研究 平成２３年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究資金 受託研究 平成１８年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究資金 受託研究 平成１９年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究資金 受託研究 平成２０年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究資金 受託研究 平成２１年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究資金 受託研究 平成２２年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究資金 受託研究 平成１８年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究資金 受託研究 平成１９年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究資金 受託研究 平成２０年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究資金 受託研究 平成２１年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究資金 受託研究 平成２２年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究資金 受託研究 平成２３年度契約関係書類 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究資金 受託研究員 平成１８年度受託研究員関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究資金 受託研究員 平成１９年度受託研究員関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究資金 受託研究員 平成２０年度受託研究員関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究資金 受託研究員 平成２１年度受託研究員関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究資金 受託研究員 平成２２年度受託研究員関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
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2011年度 研究資金 受託研究員 平成２３年度受託研究員関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究資金 奨学寄附金・委任経理金 平成１８年度奨学寄附金関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究資金 奨学寄附金・委任経理金 平成１９年度奨学寄附金関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究資金 奨学寄附金・委任経理金 平成２０年度奨学寄附金関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究資金 奨学寄附金・委任経理金 平成２１年度奨学寄附金関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究資金 奨学寄附金・委任経理金 平成２２年度奨学寄附金関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究資金 奨学寄附金 平成２３年度奨学寄附金関係 学術情報部社会連携チーム研究資金担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１８年度科学研究費補助金関係 学術情報部社会連携チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１９年度科学研究費補助金関係 学術情報部社会連携チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２０年度科学研究費補助金関係 学術情報部社会連携チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２１年度科学研究費補助金関係 学術情報部社会連携チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２２年度科学研究費補助金関係 学術情報部社会連携チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２３年度科学研究費補助金関係 学術情報部社会連携チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究総括 科研費（基金分） 平成２３年度科研費（基金分）関係 学術情報部社会連携チーム 2012/4/1 5年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１８年度科学研究費補助金（奨励研究）関係 学術情報部社会連携チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１９年度科学研究費補助金（奨励研究）関係 学術情報部社会連携チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２０年度科学研究費補助金（奨励研究）関係 学術情報部社会連携チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２１年度科学研究費補助金（奨励研究）関係 学術情報部社会連携チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２２年度科学研究費補助金（奨励研究）関係 学術情報部社会連携チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２３年度科学研究費補助金（奨励研究）関係 学術情報部社会連携チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１８年度科学研究費補助金（特別研究員奨励費）関係 学術情報部社会連携チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１９年度科学研究費補助金（特別研究員奨励費）関係 学術情報部社会連携チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２０年度科学研究費補助金（特別研究員奨励費）関係 学術情報部社会連携チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２１年度科学研究費補助金（特別研究員奨励費）関係 学術情報部社会連携チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２２年度科学研究費補助金（特別研究員奨励費）関係 学術情報部社会連携チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２３年度科学研究費補助金（特別研究員奨励費）関係 学術情報部社会連携チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１８年度科学研究費補助金計画調書 学術情報部社会連携チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１９年度科学研究費補助金計画調書 学術情報部社会連携チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２０年度科学研究費補助金計画調書 学術情報部社会連携チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２１年度科学研究費補助金計画調書 学術情報部社会連携チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２２年度科学研究費補助金計画調書 学術情報部社会連携チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２３年度科学研究費補助金計画調書 学術情報部社会連携チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１８年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１９年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２０年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２１年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２２年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２３年度実績報告書 学術情報部社会連携チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１８年度研究成果報告書（冊子体） 学術情報部社会連携チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１９年度研究成果報告書（冊子体） 学術情報部社会連携チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２０年度研究成果報告書 学術情報部社会連携チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２１年度研究成果報告書 学術情報部社会連携チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２２年度研究成果報告書 学術情報部社会連携チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究総括 科学研究費補助金 平成２３年度研究成果報告書 学術情報部社会連携チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１８年度科学研究費補助金研究者名簿 学術情報部社会連携チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究総括 科学研究費補助金 平成１９年度科学研究費補助金研究者名簿 学術情報部社会連携チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究総括 日本学術振興会特別研究 平成１８年度日本学術振興会特別研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究総括 日本学術振興会特別研究 平成１９年度日本学術振興会特別研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究総括 日本学術振興会特別研究 平成２０年度日本学術振興会特別研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究総括 日本学術振興会特別研究 平成２１年度日本学術振興会特別研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究総括 日本学術振興会特別研究 平成２２年度日本学術振興会特別研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
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2011年度 研究総括 日本学術振興会特別研究 平成２３年度日本学術振興会特別研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2006年度 研究総括 内地研究員 平成１８年度内地研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2007年度 研究総括 内地研究員 平成１９年度内地研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2008年度 研究総括 内地研究員 平成２０年度内地研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2009年度 研究総括 内地研究員 平成２１年度内地研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2010年度 研究総括 内地研究員 平成２２年度内地研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2011年度 研究総括 内地研究員 平成２３年度内地研究員関係 学術情報部社会連携チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部社会連携課長 廃棄
2001年度 企画調整 概算要求 平成１４年度歳出概算要求及び同附属資料 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2001年度 企画調整 防火管理・消防 平成１３年度消防計画書 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2002年度 企画調整 防火管理・消防 平成１４年度消防計画書 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2003年度 企画調整 防火管理・消防 平成１５年度消防計画書 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2004年度 企画調整 防火管理・消防 平成１６年度消防計画書 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2005年度 企画調整 防火管理・消防 平成１７年度消防計画書 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1969年度 企画調整 会議等 附属図書館運営委員会 学術情報部情報図書館チーム総務担当 1970/4/1 常用 － 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2001年度 企画調整 会議等 平成１３年度国立大学図書館全国・地区会議関係 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2002年度 企画調整 会議等 平成１４年度国立大学図書館全国・地区会議関係 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2003年度 企画調整 会議等 平成１５年度国立大学図書館全国・地区会議関係 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2004年度 企画調整 会議等 平成１６年度国立大学図書館全国・地区会議関係 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2005年度 企画調整 会議等 平成１７年度国立大学図書館全国・地区会議関係 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 企画調整 会議等 平成１８年度国立大学図書館全国・地区会議関係 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 企画調整 会議等 平成１９年度国立大学図書館全国・地区会議関係 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 企画調整 会議等 平成２０年度国立大学図書館全国・地区会議関係 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 企画調整 会議等 平成２１年度国立大学図書館全国・地区会議関係 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 企画調整 会議等 平成２２年度国立大学図書館全国・地区会議関係 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 企画調整 会議等 平成２３年度国立大学図書館全国・地区会議関係 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2001年度 企画調整 会議等 平成１３年度東海地区大学図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2002年度 企画調整 会議等 平成１４年度東海地区大学図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2003年度 企画調整 会議等 平成１５年度東海地区大学図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2004年度 企画調整 会議等 平成１６年度東海地区大学図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2005年度 企画調整 会議等 平成１７年度東海地区大学図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 企画調整 会議等 平成１８年度東海地区大学図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 企画調整 会議等 平成１９年度東海地区大学図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 企画調整 会議等 平成２０年度東海地区大学図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 企画調整 会議等 平成２１年度東海地区大学図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 企画調整 会議等 平成２２年度東海地区大学図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 企画調整 会議等 平成２３年度東海地区大学図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2001年度 企画調整 会議等 平成１３年度三重県図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2002年度 企画調整 会議等 平成１４年度三重県図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2003年度 企画調整 会議等 平成１５年度三重県図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2004年度 企画調整 会議等 平成１６年度三重県図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2005年度 企画調整 会議等 平成１７年度三重県図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 企画調整 会議等 平成１８年度三重県図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 企画調整 会議等 平成１９年度三重県図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 企画調整 会議等 平成２０年度三重県図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 企画調整 会議等 平成２１年度三重県図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 企画調整 会議等 平成２２年度三重県図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 企画調整 会議等 平成２３年度三重県図書館会議 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2001年度 企画調整 各種委員会 平成１３年度附属図書館自己点検評価委員会 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1991年度 企画調整 文書接受簿 平成３年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1992年度 企画調整 文書接受簿 平成４年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1993年度 企画調整 文書接受簿 平成５年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
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1994年度 企画調整 文書接受簿 平成６年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1995年度 企画調整 文書接受簿 平成７年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1996年度 企画調整 文書接受簿 平成８年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1997年度 企画調整 文書接受簿 平成９年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1998年度 企画調整 文書接受簿 平成１０年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1999年度 企画調整 文書接受簿 平成１１年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2000年度 企画調整 文書接受簿 平成１２年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2001年度 企画調整 文書接受簿 平成１３年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2002年度 企画調整 文書接受簿 平成１４年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2003年度 企画調整 文書接受簿 平成１５年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2004年度 企画調整 文書接受簿 平成１６年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2005年度 企画調整 文書接受簿 平成１７年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 企画調整 文書接受簿 平成１８年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 企画調整 文書接受簿 平成１９年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 企画調整 文書接受簿 平成２０年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 企画調整 文書接受簿 平成２１年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 企画調整 文書接受簿 平成２２年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 企画調整 文書接受簿 平成２３年度文書処理簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 企画調整 文書接受簿 平成１８年度郵便発送簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 企画調整 文書接受簿 平成１９年度郵便発送簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 企画調整 文書接受簿 平成２０年度郵便発送簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 企画調整 文書接受簿 平成２１年度郵便発送簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 企画調整 文書接受簿 平成２２年度郵便発送簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 企画調整 文書接受簿 平成１８年度郵便料金計器計示額報告書（控） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 企画調整 文書接受簿 平成１９年度郵便料金計器計示額報告書（控） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 企画調整 文書接受簿 平成２０年度郵便料金計器計示額報告書（控） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 企画調整 文書接受簿 平成２１年度郵便料金計器計示額報告書（控） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 企画調整 文書接受簿 平成２２年度郵便料金計器計示額報告書（控） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 企画調整 文書接受簿 平成２３年度郵便料金計器計示額報告書（控） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2001年度 企画調整 任免 平成１３年度任免関係書類（非常勤職員） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2002年度 企画調整 任免 平成１４年度任免関係書類（非常勤職員） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2003年度 企画調整 任免 平成１５年度任免関係書類（非常勤職員） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2004年度 企画調整 任免 平成１６年度任免関係書類（非常勤職員） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2005年度 企画調整 任免 平成１７年度任免関係書類（非常勤職員） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 企画調整 任免 平成１８年度人事関係書類（非常勤職員） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2007/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 企画調整 任免 平成１９年度人事関係書類（非常勤職員） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2008/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 企画調整 任免 平成２０年度人事関係書類（非常勤職員） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2009/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 企画調整 任免 平成２１年度人事関係書類（非常勤職員） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2010/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 企画調整 任免 平成２２年度人事関係書類（非常勤職員） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 企画調整 任免 平成２３年度人事関係書類（非常勤職員） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2012/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年 企画調整 服務・勤務時間 平成１８年休暇簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年 企画調整 服務・勤務時間 平成１９年休暇簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年 企画調整 服務・勤務時間 平成２０年休暇簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年 企画調整 服務・勤務時間 平成２１年休暇簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年 企画調整 服務・勤務時間 平成２２年休暇簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年 企画調整 服務・勤務時間 平成２３年休暇簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 企画調整 服務・勤務時間 平成１８年度超過勤務命令簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 企画調整 服務・勤務時間 平成１９年度時間外勤務確認・命令書 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 企画調整 服務・勤務時間 平成２０年度時間外勤務確認・命令書 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 企画調整 服務・勤務時間 平成２１年度時間外勤務確認・命令書 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 企画調整 服務・勤務時間 平成２２年度時間外勤務確認・命令書 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄

119 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2011年度 企画調整 服務・勤務時間 平成２3年度時間外勤務確認・命令書 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 資料受入（図書） 外国図書購入レート 平成20年度外国図書購入レート通知 学術情報部情報図書館チーム図書担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 資料受入（図書） 外国図書購入レート 平成21年度外国図書購入レート通知 学術情報部情報図書館チーム図書担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 資料受入（図書） 外国図書購入レート 平成22年度外国図書購入レート通知 学術情報部情報図書館チーム資料受入担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 資料受入（図書） 外国図書購入レート 平成23年度外国図書購入レート通知 学術情報部情報図書館チーム図書担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 資料受入（図書） 外国図書購入レート 平成18年度外国図書購入レート基準価格算出内訳 学術情報部情報図書館チーム図書担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 資料受入（図書） 外国図書購入レート 平成19年度外国図書購入レート基準価格算出内訳 学術情報部情報図書館チーム図書担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 資料受入（図書） 外国図書購入レート 平成20年度外国図書購入レート基準価格算出内訳 学術情報部情報図書館チーム図書担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 資料受入（図書） 外国図書購入レート 平成21年度外国図書購入レート基準価格算出内訳 学術情報部情報図書館チーム図書担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 資料受入（図書） 外国図書購入レート 平成22年度外国図書購入レート基準価格算出内訳 学術情報部情報図書館チーム資料受入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 資料受入（図書） 外国図書購入レート 平成23年度外国図書購入レート基準価格算出内訳 学術情報部情報図書館チーム図書担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2004年度 資料受入（図書） 外国図書購入レート 外国図書購入レート基準価格算出要領 図書・情報部学術情報課総合情報係 2005/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1989年度 資料受入（図書） 業務システムデータベース 図書書誌データベース 附属図書館情報管理課整理係 1990/4/1 常用 － 電子媒体 図書館情報サーバー 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1989年度 資料受入（図書） 業務システムデータベース 図書所蔵データベース 附属図書館情報管理課整理係 1990/4/1 常用 － 電子媒体 図書館情報サーバー 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 資料受入（図書） 調査報告 平成20年度通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム図書担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 資料受入（図書） 調査報告 平成21年度通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム図書担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 資料受入（図書） 調査報告 平成22年度通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム資料受入担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 資料受入（図書） 調査報告 平成23年度通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム図書担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 資料受入（雑誌） 和雑誌受入 平成18年度和雑誌単価契約伺（予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 資料受入（雑誌） 和雑誌受入 平成19年度和雑誌単価契約伺（予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 資料受入（雑誌） 和雑誌受入 平成20年度和雑誌単価契約伺（予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 資料受入（雑誌） 和雑誌受入 平成21年度和雑誌単価契約伺（予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 資料受入（雑誌） 和雑誌受入 平成22年度和雑誌単価契約伺（予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム資料受入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 資料受入（雑誌） 和雑誌受入 平成23年度和雑誌単価契約伺（予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム雑誌・電子情報担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成18年度外国雑誌契約伺（随意契約理由書/予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成19年度外国雑誌契約伺（随意契約理由書/予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成20年度外国雑誌契約伺（随意契約理由書/予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成21年度外国雑誌契約伺（随意契約理由書/予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成22年度外国雑誌契約伺（随意契約理由書/予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム資料受入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成23年度外国雑誌契約伺（随意契約理由書/予定価格調書/予定価格算出内訳書 他） 学術情報部情報図書館チーム雑誌・電子情報担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成18年度外国雑誌精算 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成19年度外国雑誌精算 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成20年度外国雑誌精算 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成21年度外国雑誌精算 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成22年度外国雑誌精算 学術情報部情報図書館チーム資料受入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成23年度外国雑誌精算 学術情報部情報図書館チーム雑誌・電子情報担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成18年度外国雑誌見積合せ 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成19年度外国雑誌見積合せ 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成20年度外国雑誌見積合せ 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成21年度外国雑誌見積合せ 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成22年度外国雑誌見積合せ 学術情報部情報図書館チーム資料受入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成23年度外国雑誌見積合せ 学術情報部情報図書館チーム雑誌・電子情報担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成18年度外国雑誌予約発注 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成19年度外国雑誌予約発注 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成20年度外国雑誌予約発注 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成21年度外国雑誌予約発注 学術情報部情報図書館チーム雑誌担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成22年度外国雑誌予約発注 学術情報部情報図書館チーム資料受入担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 資料受入（雑誌） 外国雑誌受入 平成23年度外国雑誌予約発注 学術情報部情報図書館チーム雑誌・電子情報担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1989年度 資料受入（雑誌） 業務システムデータベース 雑誌書誌データベース 附属図書館情報管理課整理係 1990/4/1 常用 － 電子媒体 図書館情報サーバー 学術情報部情報図書館課長 廃棄
1989年度 資料受入（雑誌） 業務システムデータベース 雑誌一括所蔵データベース 附属図書館情報管理課整理係 1990/4/1 常用 － 電子媒体 図書館情報サーバー 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 図書館サービス その他 平成18年度延長当番業務日誌 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄

120 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2007年度 図書館サービス その他 平成19年度延長当番業務日誌 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 図書館サービス その他 平成20年度延長当番業務日誌 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 図書館サービス その他 平成21年度延長当番業務日誌 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 図書館サービス その他 平成22年度延長当番業務日誌 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 図書館サービス その他 平成23年度延長当番業務日誌 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成20年度開館及び貸出（掲示含む） 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成21年度開館及び貸出（掲示含む） 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成22年度開館及び貸出（掲示含む） 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成23年度開館及び貸出（掲示含む） 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 図書館サービス 利用関係 平成20年度学外者利用願 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 図書館サービス 利用関係 平成21年度学外者利用願 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 図書館サービス 利用関係 平成22年度学外者利用願 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 図書館サービス 利用関係 平成23年度学外者利用願 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 図書館サービス 利用関係 平成22年度学外者利用届簿 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 図書館サービス 利用関係 平成23年度学外者利用届簿 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 図書館サービス 利用関係 平成20年度図書館利用券再交付願 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 図書館サービス 利用関係 平成21年度図書館利用券再交付願 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 図書館サービス 利用関係 平成22年度図書館利用券再交付願 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 図書館サービス 利用関係 平成23年度図書館利用券再交付願 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成18年度図書不明届 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成19年度図書不明届 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成20年度図書不明届 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成21年度図書不明届 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成22年度図書不明届 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成23年度図書不明届 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成18年度図書紛失届 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成19年度図書紛失届 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成20年度図書紛失届 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成21年度図書紛失届 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成22年度図書紛失届 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成23年度図書紛失届 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 図書館サービス 調査報告 平成20年度他大学、他機関からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 図書館サービス 調査報告 平成21年度他大学、他機関からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 図書館サービス 調査報告 平成22年度他大学、他機関からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 図書館サービス 調査報告 平成23年度他大学、他機関からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 図書館サービス その他 平成22年度投書及び回答 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 図書館サービス その他 平成23年度投書及び回答 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成20年度督促リスト 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成21年度督促リスト 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成22年度督促リスト 学術情報部情報図書館チーム閲覧担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 図書館サービス 閲覧・貸出 平成23年度督促リスト 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 情報リテラシー 調査報告 平成20年度館報「学塔」の作成に関する決裁文書 学術情報部情報図書館課情報リテラシー担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 情報リテラシー 調査報告 平成21年度館報「学塔」の作成に関する決裁文書 学術情報部情報図書館課情報リテラシー担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 参考調査 調査報告 平成22年度館報「学塔」の作成に関する決裁文書 学術情報部情報図書館チーム参考調査担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 参考調査 調査報告 平成23年度館報「学塔」の作成に関する決裁文書 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 情報リテラシー 調査報告 平成20年度文部科学省からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館課情報リテラシー担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 情報リテラシー 調査報告 平成21年度文部科学省からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館課情報リテラシー担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 参考調査 調査報告 平成22年度文部科学省からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム参考調査担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 参考調査 調査報告 平成23年度文部科学省からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 情報リテラシー 調査報告 平成20年度他大学、他機関からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館課情報リテラシー担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 情報リテラシー 調査報告 平成21年度他大学、他機関からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館課情報リテラシー担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄

121 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2010年度 参考調査 調査報告 平成22年度他大学、他機関からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム参考調査担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 参考調査 調査報告 平成23年度他大学、他機関からの通知、照会回答文書 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 相互貸借 収入 平成18年度現金収入計算書（控） 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 相互貸借 収入 平成19年度現金収入計算書（控） 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 相互貸借 収入 平成20年度現金収入計算書（控） 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 相互貸借 収入 平成21年度現金収入計算書（控） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 相互貸借 収入 平成22年度現金収入計算書（控） 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 相互貸借 収入 平成23年度現金収入計算書（控） 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 相互貸借 収入 平成18年度領収証書受払簿 学術情報部情報図書館課学術ポータル係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 相互貸借 収入 平成19年度領収証書受払簿 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 相互貸借 収入 平成20年度領収証書受払簿 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 相互貸借 収入 平成21年度領収証書受払簿 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 参考調査 収入 平成22年度領収証書受払簿 学術情報部情報図書館チーム参考調査担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 参考調査 収入 平成23年度領収証書受払簿 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2006年度 相互貸借 収入 平成18年度収入金現金出納簿 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2007年度 相互貸借 収入 平成19年度収入金現金出納簿 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 相互貸借 収入 平成20年度収入金現金出納簿 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 相互貸借 収入 平成21年度収入金現金出納簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 相互貸借 収入 平成22年度収入金現金出納簿 学術情報部情報図書館チーム総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 相互貸借 収入 平成23年度収入金現金出納簿 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 相互貸借 文献複写 平成20年度文献複写申込書 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 相互貸借 文献複写 平成21年度文献複写申込書 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 参考調査 文献複写 平成22年度文献複写申込書 学術情報部情報図書館チーム参考調査担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 参考調査 文献複写 平成23年度文献複写申込書 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 相互貸借 文献複写 平成20年度文献複写整理簿 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 相互貸借 文献複写 平成21年度文献複写整理簿 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 参考調査 文献複写 平成22年度文献複写整理簿 学術情報部情報図書館チーム参考調査担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 参考調査 文献複写 平成23年度文献複写整理簿 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 相互貸借 相互貸借 平成20年度相互貸借申込書 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 相互貸借 相互貸借 平成21年度相互貸借申込書 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 参考調査 相互貸借 平成22年度相互貸借申込書 学術情報部情報図書館チーム参考調査担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 参考調査 相互貸借 平成23年度相互貸借申込書 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 相互貸借 相互貸借 平成20年度相互貸借整理簿 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 相互貸借 相互貸借 平成21年度相互貸借整理簿 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 参考調査 相互貸借 平成22年度相互貸借整理簿 学術情報部情報図書館チーム参考調査担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 参考調査 相互貸借 平成23年度相互貸借整理簿 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2008年度 相互貸借 相互利用 平成20年度他大学図書館等利用申込書 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 相互貸借 相互利用 平成21年度他大学図書館等利用申込書 学術情報部情報図書館チーム相互貸借担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2010年度 参考調査 相互利用 平成22年度他大学図書館等利用申込書 学術情報部情報図書館チーム参考調査担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2011年度 参考調査 相互利用 平成23年度他大学図書館等利用申込書 学術情報部情報図書館チーム利用者サービス担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報図書館課長 廃棄
2009年度 国際交流 会議 平成21年度ユネスコスクール 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 会議 平成22年度ユネスコスクール 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 会議 平成23年度ユネスコスクール 学術情報部国際交流チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 在外研究員 平成19年度大学教育の国際化推進プログラム関係 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 在外研究員 平成20年度大学教育の国際化加速プログラム関係 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 外国人研究者 平成18年度外国人研究者関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 外国人研究者 平成19年度外国人研究者関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 外国人研究者 平成20年度外国人研究者関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 外国人研究者 平成21年度外国人研究者関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 外国人研究者 平成22年度外国人研究者関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 外国人研究者 平成23年度外国人研究者関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
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2006年度 国際交流 日本学術振興会各種事業 平成18年度日本学術振興会関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 日本学術振興会各種事業 平成19年度日本学術振興会関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 日本学術振興会各種事業 平成20年度日本学術振興会関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 日本学術振興会各種事業 平成21年度日本学術振興会関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 日本学術振興会各種事業 平成22年度日本学術振興会関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 日本学術振興会各種事業 平成23年度日本学術振興会関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 外国人教師等宿泊施設 平成18年度外国人教師等宿泊施設関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 外国人教師等宿泊施設 平成19年度外国人教師等宿泊施設関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 外国人教師等宿泊施設 平成20年度外国人教師等宿泊施設関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 外国人教師等宿泊施設 平成21年度外国人教師等宿泊施設関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 外国人教師等宿泊施設 平成22年度外国人教師等宿泊施設関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 外国人教師等宿泊施設 平成23年度外国人教師等宿泊施設関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1983年度 国際交流 国際交流 協定書 学術情報部国際交流課国際交流係 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 国際交流 平成18年度国際戦略室会議関係 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 国際交流 平成19年度国際戦略室会議関係 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 国際交流 平成20年度国際戦略室会議関係 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 国際交流 平成21年度国際化推進室会議関係 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 国際交流 平成22年度国際化推進室会議関係 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 国際交流 平成23年度国際化推進室会議関係 学術情報部国際交流チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1993年度 国際交流 国際交流 平成5年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1994年度 国際交流 国際交流 平成6年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1995年度 国際交流 国際交流 平成7年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1996年度 国際交流 国際交流 平成8年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1997年度 国際交流 国際交流 平成9年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1998年度 国際交流 国際交流 平成10年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1999年度 国際交流 国際交流 平成11年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2000年度 国際交流 国際交流 平成12年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 国際交流 国際交流 平成13年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際交流 国際交流 平成14年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際交流 国際交流 平成15年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 国際交流 国際交流 平成16年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 国際交流 国際交流 平成17年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 国際交流 平成18年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 国際交流 平成19年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 国際交流 平成20年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 国際交流 平成21年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 国際交流 平成22年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 国際交流 平成23年度国際交流基金関係 学術情報部国際交流チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 国際交流 平成18年度教官の海外派遣（ＪＩＣＡ）関係 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 国際交流 平成19年度教官の海外派遣（ＪＩＣＡ）関係 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 国際交流 平成20年度教官の海外派遣（ＪＩＣＡ）関係 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 国際交流 平成21年度教官の海外派遣（ＪＩＣＡ）関係 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 国際交流 平成22年度教官の海外派遣（ＪＩＣＡ）関係 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 国際交流 平成23年度教官の海外派遣（ＪＩＣＡ）関係 学術情報部国際交流チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 国際交流 平成18年度科学技術協力プロジェクト関係 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 国際交流 平成19年度科学技術協力プロジェクト関係 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 国際交流 平成20年度科学技術協力プロジェクト関係 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 国際交流 平成21年度科学技術協力プロジェクト関係 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 国際交流 平成22年度科学技術協力プロジェクト関係 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 国際交流 平成23年度科学技術協力プロジェクト関係 学術情報部国際交流チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 国際交流 平成18年度国際交流状況調査関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
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2007年度 国際交流 国際交流 平成19年度国際交流状況調査関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 国際交流 平成20年度国際交流状況調査関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 国際交流 平成21年度国際交流状況調査関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 国際交流 平成22年度国際交流状況調査関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 国際交流 平成23年度国際交流状況調査関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 国際交流 平成19年度国際インタ-ンシップ関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 国際交流 平成20年度国際インタ-ンシップ関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 国際交流 平成21年度国際インタ-ンシップ関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 国際交流 平成22年度国際インタ-ンシップ関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 国際交流 平成23年度国際インタ-ンシップ関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 国際交流 国際交流 平成13年度協定締結校関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際交流 国際交流 平成14年度協定締結校関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際交流 国際交流 平成15年度協定締結校関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 国際交流 国際交流 平成16年度協定締結校関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 国際交流 国際交流 平成17年度協定締結校関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 国際交流 平成18年度協定締結校関係 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 国際交流 平成19年度協定締結校関係 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 国際交流 平成20年度協定締結校関係 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 国際交流 平成21年度協定締結校関係 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 国際交流 平成22年度協定締結校関係 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 国際交流 平成23年度協定締結校関係 学術情報部国際交流チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1986年度 国際交流 国際交流 昭和61年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1987年度 国際交流 国際交流 昭和62年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1988年度 国際交流 国際交流 昭和63年度年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1989年度 国際交流 国際交流 平成元年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1990年度 国際交流 国際交流 平成2年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1991年度 国際交流 国際交流 平成3年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1992年度 国際交流 国際交流 平成4年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1993年度 国際交流 国際交流 平成5年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1994年度 国際交流 国際交流 平成6年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1995年度 国際交流 国際交流 平成7年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1996年度 国際交流 国際交流 平成8年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1997年度 国際交流 国際交流 平成9年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1998年度 国際交流 国際交流 平成10年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1999年度 国際交流 国際交流 平成11年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2000年度 国際交流 国際交流 平成12年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 国際交流 国際交流 平成13年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際交流 国際交流 平成14年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際交流 国際交流 平成15年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 国際交流 国際交流 平成16年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 国際交流 国際交流 平成17年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流課国際交流係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 国際交流 平成18年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 国際交流 平成19年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 国際交流 平成20年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 国際交流 平成21年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 国際交流 平成22年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 国際交流 平成23年度三重大学記念メダル関係 学術情報部国際交流チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1996年度 国際交流 通知、調査報告 平成8年度文部省からの通知等文書 学術情報部国際交流課国際交流係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1997年度 国際交流 通知、調査報告 平成9年度文部省からの通知等文書 学術情報部国際交流課国際交流係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1998年度 国際交流 通知、調査報告 平成10年度文部省からの通知等文書 学術情報部国際交流課国際交流係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1999年度 国際交流 通知、調査報告 平成11年度文部省からの通知等文書 学術情報部国際交流課国際交流係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
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2000年度 国際交流 通知、調査報告 平成12年度文部省からの通知等文書 学術情報部国際交流課国際交流係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 国際交流 通知、調査報告 平成13年度文部科学省からの通知等文書 学術情報部国際交流課国際交流係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際交流 通知、調査報告 平成14年度文部科学省からの通知等文書 学術情報部国際交流課国際交流係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際交流 通知、調査報告 平成15年度文部科学省からの通知等文書 学術情報部国際交流課国際交流係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 国際交流 通知、調査報告 平成16年度文部科学省からの通知等文書 学術情報部国際交流課国際交流係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 国際交流 通知、調査報告 平成17年度文部科学省からの通知等文書 学術情報部国際交流課国際交流係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 会議 平成18年度国際企画担当部課長会議関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 会議 平成19年度国際企画担当部課長会議関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 会議 平成20年度国際企画担当部課長会議関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 会議 平成21年度国際企画担当部課長会議関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 会議 平成22年度国際企画担当部課長会議関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 会議 平成23年度国際企画担当部課長会議関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 旅行命令関係 平成18年度出張命令・依頼伺 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 旅行命令関係 平成19年度出張命令・依頼伺 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 旅行命令関係 平成20年度出張命令・依頼伺 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 旅行命令関係 平成21年度出張命令・依頼伺 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 旅行命令関係 平成22年度出張命令・依頼伺 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 旅行命令関係 平成23年度出張命令・依頼伺 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 旅行命令関係 平成18年度復命書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 旅行命令関係 平成19年度復命書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 旅行命令関係 平成20年度復命書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 旅行命令関係 平成21年度復命書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 旅行命令関係 平成22年度復命書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 旅行命令関係 平成23年度復命書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 服務・勤務時間 平成18年度勤務時間報告書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 服務・勤務時間 平成19年度勤務時間報告書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 服務・勤務時間 平成20年度勤務時間報告書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 服務・勤務時間 平成21年度勤務時間報告書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 服務・勤務時間 平成22年度勤務時間報告書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 服務・勤務時間 平成23年度勤務時間報告書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 服務・勤務時間 平成18年度出勤簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 服務・勤務時間 平成19年度出勤簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 服務・勤務時間 平成20年度出勤簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 服務・勤務時間 平成21年度出勤簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 服務・勤務時間 平成22年度出勤簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 服務・勤務時間 平成23年度出勤簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 服務・勤務時間 平成18年度休暇簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 服務・勤務時間 平成19年度休暇簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 服務・勤務時間 平成20年度休暇簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 服務・勤務時間 平成21年度休暇簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 服務・勤務時間 平成22年度休暇簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 服務・勤務時間 平成23年度休暇簿 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 服務・勤務時間 平成18年度研修願 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 服務・勤務時間 平成19年度研修願 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 服務・勤務時間 平成20年度研修願 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 服務・勤務時間 平成21年度研修願 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 服務・勤務時間 平成22年度研修願 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 服務・勤務時間 平成23年度研修願 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1994年度 留学生 学生交流 平成6年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1995年度 留学生 学生交流 平成7年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1996年度 留学生 学生交流 平成8年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
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1997年度 留学生 学生交流 平成9年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1998年度 留学生 学生交流 平成10年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1999年度 留学生 学生交流 平成11年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2000年度 留学生 学生交流 平成12年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 留学生 学生交流 平成13年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 留学生 学生交流 平成14年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 留学生 学生交流 平成15年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 留学生 学生交流 平成16年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 留学生 学生交流 平成17年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 留学生 学生交流 平成18年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 留学生 学生交流 平成19年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 留学生 学生交流 平成20年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 留学生 学生交流 平成21年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 留学生 学生交流 平成22年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 留学生 学生交流 平成23年度協定締結手続き等申合せ 学術情報部国際交流チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 留学生 学生交流 平成13年度協定大学等関係資料 学術情報部国際交流課留学生係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 留学生 学生交流 平成14年度協定大学等関係資料 学術情報部国際交流課留学生係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 留学生 学生交流 平成15年度協定大学等関係資料 学術情報部国際交流課留学生係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 留学生 学生交流 平成16年度協定大学等関係資料 学術情報部国際交流課留学生係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 留学生 学生交流 平成17年度協定大学等関係資料 学術情報部国際交流課留学生係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 留学生 学生交流 平成18年度協定大学等関係資料 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 留学生 学生交流 平成19年度協定大学等関係資料 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 留学生 学生交流 平成20年度協定大学等関係資料 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 留学生 学生交流 平成21年度協定大学等関係資料 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 留学生 学生交流 平成22年度協定大学等関係資料 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 留学生 学生交流 平成23年度協定大学等関係資料 学術情報部国際交流チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1994年度 国際サービス 日研生 平成6年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1995年度 国際サービス 日研生 平成7年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1996年度 国際サービス 日研生 平成8年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1997年度 国際サービス 日研生 平成9年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1998年度 国際サービス 日研生 平成10年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1999年度 国際サービス 日研生 平成11年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2000年度 国際サービス 日研生 平成12年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 国際サービス 日研生 平成13年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際サービス 日研生 平成14年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際サービス 日研生 平成15年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 国際サービス 日研生 平成16年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 国際サービス 日研生 平成17年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流課国際サービス係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 日研生 平成18年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 日研生 平成19年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 日研生 平成20年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 日研生 平成21年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 日研生 平成22年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 日研生 平成23年度学生証番号、氏名、住所、評価等 学術情報部国際交流チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1994年度 国際サービス 日本語教育 平成6年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1995年度 国際サービス 日本語教育 平成7年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1996年度 国際サービス 日本語教育 平成8年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1997年度 国際サービス 日本語教育 平成9年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1998年度 国際サービス 日本語教育 平成10年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1999年度 国際サービス 日本語教育 平成11年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2000年度 国際サービス 日本語教育 平成12年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
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2001年度 国際サービス 日本語教育 平成13年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際サービス 日本語教育 平成14年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際サービス 日本語教育 平成15年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 国際サービス 日本語教育 平成16年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 国際サービス 日本語教育 平成17年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流課国際サービス係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 日本語教育 平成18年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 日本語教育 平成19年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 日本語教育 平成20年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 日本語教育 平成21年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 日本語教育 平成22年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 日本語教育 平成23年度学生証番号、氏名、住所、単位、評点評価 学術情報部国際交流チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 留学生教務 平成18年度授業案内 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 留学生教務 平成19年度授業案内 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 留学生教務 平成20年度授業案内 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 留学生教務 平成21年度授業案内 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 留学生教務 平成22年度授業案内 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 留学生教務 平成23年度授業案内 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 国際サービス 会議関係 平成13年度留学生センター管理委員会 学術情報部国際交流課国際サービス係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際サービス 会議関係 平成14年度留学生センター管理委員会 学術情報部国際交流課国際サービス係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際サービス 会議関係 平成15年度留学生センター管理委員会 学術情報部国際交流課国際サービス係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 国際サービス 会議関係 平成16年度留学生センター管理委員会 学術情報部国際交流課国際サービス係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 国際サービス 会議関係 平成17年度国際交流センタ－運営会議 学術情報部国際交流課国際サービス係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 会議関係 平成18年度国際交流センタ－運営会議 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 会議関係 平成19年度国際交流センタ－運営会議 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 会議関係 平成20年度国際交流センタ－運営会議 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 会議関係 平成21年度国際交流センタ－運営会議 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 会議関係 平成22年度国際交流センタ－運営会議 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 会議関係 平成23年度国際交流センタ－運営会議 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1997年度 国際サービス 広報関係 留学生センター紀要（保存用） 学術情報部国際交流課国際サービス係 1998/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 広報関係 平成18年度国際交流センター紀要 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 広報関係 平成19年度国際交流センター紀要 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 広報関係 平成20年度国際交流センター紀要 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 広報関係 平成21年度国際交流センター紀要 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 広報関係 平成22年度国際交流センター紀要 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 広報関係 平成23年度国際交流センター紀要 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1997年度 国際サービス 広報関係 センター・ニュース（保存用） 学術情報部国際交流課国際サービス係 1998/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1997年度 国際サービス 広報関係 留学生センター年報（保存用） 学術情報部国際交流課国際サービス係 1998/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1997年度 国際サービス 規程関係 平成9年度留学生センター規程関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1998年度 国際サービス 規程関係 平成10年度留学生センター規程関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1999年度 国際サービス 規程関係 平成11年度留学生センター規程関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2000年度 国際サービス 規程関係 平成12年度留学生センター規程関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 国際サービス 規程関係 平成13年度留学生センター規程関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際サービス 規程関係 平成14年度留学生センター規程関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際サービス 規程関係 平成15年度留学生センター規程関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 国際サービス 規程関係 平成16年度留学生センター規程関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 国際サービス 規程関係 平成17年度留学生センター規程関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 予算関係 平成18年度予算通知書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 予算関係 平成19年度予算通知書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 予算関係 平成20年度予算通知書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 予算関係 平成21年度予算通知書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 予算関係 平成22年度予算通知書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
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2011年度 国際交流 予算関係 平成23年度予算通知書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 予算関係 平成18年度予算配分基準・予算配分書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 予算関係 平成19年度予算配分基準・予算配分書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 予算関係 平成20年度予算配分基準・予算配分書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 予算関係 平成21年度予算配分基準・予算配分書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 予算関係 平成22年度予算配分基準・予算配分書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 予算関係 平成23年度予算配分基準・予算配分書 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 国際サービス 任免関係 平成13年度教官公募関係書類 学術情報部国際交流課国際サービス係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際サービス 任免関係 平成14年度教官公募関係書類 学術情報部国際交流課国際サービス係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際サービス 任免関係 平成15年度教官公募関係書類 学術情報部国際交流課国際サービス係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 国際サービス 任免関係 平成16年度教官公募関係書類 学術情報部国際交流課国際サービス係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 国際サービス 任免関係 平成17年度教官公募関係書類 学術情報部国際交流課国際サービス係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 任免関係 平成18年度教官公募関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 任免関係 平成19年度教官公募関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 任免関係 平成20年度教官公募関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 任免関係 平成21年度教官公募関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 任免関係 平成22年度教官公募関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 任免関係 平成23年度教官公募関係書類 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
1997年度 国際サービス 任免関係 平成9年度管理委員会等資料（選考資料） 学術情報部国際交流課国際サービス係 1998/4/1 10年 2022年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 国際サービス 任免関係 平成13年度非常勤講師雇用関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際サービス 任免関係 平成14年度非常勤講師雇用関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際サービス 任免関係 平成15年度非常勤講師雇用関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2004年度 国際サービス 任免関係 平成16年度非常勤講師雇用関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2005年度 国際サービス 任免関係 平成17年度非常勤講師雇用関係 学術情報部国際交流課国際サービス係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 任免関係 平成18年度非常勤講師雇用関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 任免関係 平成19年度非常勤講師雇用関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 任免関係 平成20年度非常勤講師雇用関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 任免関係 平成21年度非常勤講師雇用関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 任免関係 平成22年度非常勤講師雇用関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 任免関係 平成23年度非常勤講師雇用関係 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 服務・勤務時間 平成18年度休日の代休日関係（勤務振替） 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 服務・勤務時間 平成19年度休日の代休日関係（勤務振替） 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 服務・勤務時間 平成20年度休日の代休日関係（勤務振替） 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 服務・勤務時間 平成21年度休日の代休日関係（勤務振替） 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 服務・勤務時間 平成22年度休日の代休日関係（勤務振替） 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 服務・勤務時間 平成23年度休日の代休日関係（勤務振替） 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 調査・統計関係 平成18年度科学技術統計調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 調査・統計関係 平成19年度科学技術統計調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 調査・統計関係 平成20年度科学技術統計調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 調査・統計関係 平成21年度科学技術統計調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 調査・統計関係 平成22年度科学技術統計調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 調査・統計関係 平成23年度科学技術統計調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 国際交流 調査・統計関係 平成18年度学校基本調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2007年度 国際交流 調査・統計関係 平成19年度学校基本調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2008年度 国際交流 調査・統計関係 平成20年度学校基本調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2009年度 国際交流 調査・統計関係 平成21年度学校基本調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2010年度 国際交流 調査・統計関係 平成22年度学校基本調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2011年度 国際交流 調査・統計関係 平成23年度学校基本調査 学術情報部国際交流チーム国際交流担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2001年度 国際サービス 概算要求関係 平成13年度歳出概算要求書及び添付書類 学術情報部国際交流課国際サービス係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際サービス 概算要求関係 平成14年度歳出概算要求書及び添付書類 学術情報部国際交流課国際サービス係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際サービス 概算要求関係 平成15年度歳出概算要求書及び添付書類 学術情報部国際交流課国際サービス係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
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2001年度 国際サービス 給与支給関係 平成13年度口座振り込み申込書（給与・旅費） 学術情報部国際交流課国際サービス係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2002年度 国際サービス 給与支給関係 平成14年度口座振り込み申込書（給与・旅費） 学術情報部国際交流課国際サービス係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2003年度 国際サービス 給与支給関係 平成15年度口座振り込み申込書（給与・旅費） 学術情報部国際交流課国際サービス係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部国際交流課長 廃棄
2006年度 情報企画 会議関係 平成18年度事務情報化推進検討委員会関係 学術情報部情報基盤T情報企画 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 会議関係 平成19年度事務情報化推進検討委員会関係 学術情報部情報基盤T情報企画 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 会議関係 平成20年度事務情報化推進検討委員会関係 学術情報部情報基盤T情報企画 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 各委員会関係 平成19年度各委員会開催通知 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 各委員会関係 平成20年度各委員会開催通知 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2009年度 情報企画 各委員会関係 平成21年度各委員会開催通知 総合情報処理センター事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 各委員会関係 平成22年度各委員会開催通知 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2011年度 情報企画 各委員会関係 平成23年度各委員会開催通知 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 各委員会関係 平成19年度各委員会資料 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 各委員会関係 平成20年度各委員会資料 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2009年度 情報企画 各委員会関係 平成21年度各委員会資料 総合情報処理センター事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 各委員会関係 平成22年度各委員会資料 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 各委員会関係 平成23年度各委員会資料 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 各委員会関係 平成19年度各委員会議事概要 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 各委員会関係 平成20年度各委員会議事概要 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2009年度 情報企画 各委員会関係 平成21年度各委員会議事概要 総合情報処理センター事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 各委員会関係 平成22年度各委員会議事概要 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2011年度 情報企画 各委員会関係 平成23年度各委員会議事概要 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 予算管理関係 平成19年度予算通知書 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 予算管理関係 平成20年度予算通知書 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2009年度 情報企画 予算管理関係 平成21年度予算通知書 総合情報処理センター事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 予算管理関係 平成22年度予算通知書 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2011年度 情報企画 予算管理関係 平成23年度予算通知書 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 契約関係 平成19年度仕様策定委員委嘱関係文書 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 契約関係 平成20年度仕様策定委員委嘱関係文書 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2001年度 情報企画 国有財産関係 平成15年度国有財産監守計画書 総合情報処理センター事務室 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 物品管理関係 平成19年度資産台帳 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 物品管理関係 平成20年度資産台帳 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2009年度 情報企画 物品管理関係 平成21年度資産台帳 総合情報処理センター事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 物品管理関係 平成22年度資産台帳 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2011年度 情報企画 物品管理関係 平成23年度資産台帳 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 旅費関係 平成19年度出張命令 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 旅費関係 平成20年度出張命令 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2009年度 情報企画 旅費関係 平成21年度出張命令 総合情報処理センター事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 旅費関係 平成22年度出張命令 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2011年度 情報企画 旅費関係 平成23年度出張命令 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 旅費関係 平成19年度出張復命書 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 旅費関係 平成20年度出張復命書 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2009年度 情報企画 旅費関係 平成21年度出張復命書 総合情報処理センター事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 旅費関係 平成22年度出張復命書 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 旅費関係 平成22年度兼業申請関係 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2011年度 情報企画 旅費関係 平成23年度兼業申請関係 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
1987年度 情報企画 施設関係 新営電気その他工事竣工図面 総合情報処理センター事務室 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2001年度 情報企画 施設関係 Ｇネット工事図面 総合情報処理センター事務室 2002/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
1995年度 情報企画 施設関係 ＡＴＭ工事図面 総合情報処理センター事務室 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2001年度 情報企画 施設関係 Ｇネットワーク構成図 総合情報処理センター事務室 2002/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
1997年度 情報企画 施設関係 ＡＴＭネットワーク構成図 総合情報処理センター事務室 1998/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
1996年度 情報企画 施設関係 ＬＡＮ管理装置設置図面 総合情報処理センター事務室 1997/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄

129 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2007年度 情報企画 センター利用関係 平成19年度教育申請書（教育システム用） 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 センター利用関係 平成20年度教育申請書（教育システム用） 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2009年度 情報企画 センター利用関係 平成21年度教育申請書（教育システム用） 総合情報処理センター事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 センター利用関係 平成22年度教育申請書（教育システム用） 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2011年度 情報企画 センター利用関係 平成23年度教育申請書（教育システム用） 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 非常勤職員関係 平成19年度時間外勤務者日誌 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 非常勤職員関係 平成20年度時間外勤務者日誌 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2009年度 情報企画 非常勤職員関係 平成21年度時間外勤務者日誌 総合情報処理センター事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 非常勤職員関係 平成22年度時間外勤務者日誌 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2011年度 情報企画 非常勤職員関係 平成23年度時間外勤務者日誌 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
1988年度 情報企画 広報関係 情報処理センター広報（保存用） 総合情報処理センター事務室 1989/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
1996年度 情報企画 広報関係 情報処理センター概要（保存用） 総合情報処理センター事務室 1997/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2000年度 情報企画 広報関係 キャンパスネットワーク利用ガイド（保存用） 総合情報処理センター事務室 2001/4/1 常用 － 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 広報関係 平成19年度情報処理センター広報 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 広報関係 平成20年度情報処理センター広報 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2009年度 情報企画 広報関係 平成21年度情報処理センター広報 総合情報処理センター事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 広報関係 平成22年度情報処理センター広報 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2011年度 情報企画 広報関係 平成23年度情報処理センター広報 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 庶務関係 平成19年度国立大学法人情報系センター協議会関係 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 庶務関係 平成22年度国立大学法人情報系センター協議会関係 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2011年度 情報企画 庶務関係 平成23年度国立大学法人情報系センター協議会関係 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 情報企画 メディアホール利用関係 平成19年度メディアホール使用申請書 総合情報処理センター事務室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 情報企画 メディアホール利用関係 平成20年度メディアホール使用申請書 総合情報処理センター事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2009年度 情報企画 メディアホール利用関係 平成21年度メディアホール使用申請書 総合情報処理センター事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2010年度 情報企画 メディアホール利用関係 平成22年度メディアホール使用申請書 総合情報処理センター事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2011年度 情報企画 メディアホール利用関係 平成23年度メディアホール使用申請書 総合情報処理センター事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙・電子媒体 事務室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
1996年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（事務用ネットワーク管理） 学術情報部情報基盤Tシステム 1997/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2001年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（物品請求事務システム） 学術情報部情報基盤Tシステム 2002/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2002年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（共済組合システム（新汎用）） 学術情報部情報基盤Tシステム 2003/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2003年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（財務会計システム） 学術情報部情報基盤Tシステム 2004/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2003年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（賃金・謝金事務システム） 学術情報部情報基盤Tシステム 2004/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2003年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（給与事務周辺事務システム） 学術情報部情報基盤Tシステム 2004/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2004年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（教務支援システム） 学術情報部情報基盤Tシステム 2005/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2006年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（教務システム） 学術情報部情報基盤Tシステム 2007/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（サイボウズガルーン） 学術情報部情報基盤Tシステム 2008/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（学納金管理システム） 学術情報部情報基盤Tシステム 2008/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2007年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（IT資産管理システム） 学術情報部情報基盤Tシステム 2008/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
2008年度 システム 電算処理記録 各種マスターファイル（人事給与統合システム） 学術情報部情報基盤Tシステム 2009/4/1 常用 － 電子媒体 計算機室 学術情報部情報基盤課長 廃棄
1983年度 総務 会議等 教授会 人文学部総務係 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 教授会 人文学部総務係 2004/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 総務 会議等 研究科委員会 人文学部総務係 1993/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 研究科委員会 人文学部総務係 2004/4/1 常用 － 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 会議等 平成１３年度人文系学部長会議・事務長会議 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 会議等 平成１４年度人文系学部長会議・事務長会議 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 平成１５年度人文系学部長会議・事務長会議 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 会議等 平成１６年度人文系学部長会議・事務長会議 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 会議等 平成１７年度人文系学部長会議・事務長会議 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 会議等 平成１８年度人文系学部長会議・事務長会議 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 会議等 平成１９年度人文系学部長会議・事務長会議 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 会議等 平成２０年度人文系学部長会議・事務長会議 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 会議等 平成２１年度人文系学部長会議・事務長会議 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2010年度 総務 会議等 平成２２年度人文系学部長会議・事務長会議 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 会議等 平成２３年度人文系学部長会議・事務長会議 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 会議等 平成１３年度新構想学部教育・研究フォーラム 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 会議等 平成１４年度新構想学部教育・研究フォーラム 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 平成１５年度新構想学部教育・研究フォーラム 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 会議等 平成１６年度新構想学部教育・研究フォーラム 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 会議等 平成１７年度新構想学部教育・研究フォーラム 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 会議等 平成１８年度新構想学部教育・研究フォーラム 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 会議等 平成１９年度新構想学部教育・研究フォーラム 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 会議等 平成２０年度新構想学部教育・研究フォーラム 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 会議等 平成２１年度新構想学部教育・研究フォーラム 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 会議等 平成２２年度新構想学部教育・研究フォーラム 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 会議等 平成２３年度新構想学部教育・研究フォーラム 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成１３年度人事委員会 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成１４年度人事委員会 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成１５年度人事委員会 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成１６年度人事委員会 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成１７年度人事委員会 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度人事委員会 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度人事委員会 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度人事委員会 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度人事委員会 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度人事委員会 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度人事委員会 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成１３年度厚生委員会（特別昇給） 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成１４年度厚生委員会（特別昇給） 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成１５年度厚生委員会（特別昇給） 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成１３年度大学院人文社会科学研究科担当資格審査委員会 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成１４年度大学院人文社会科学研究科担当資格審査委員会 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成１５年度大学院人文社会科学研究科担当資格審査委員会 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成１６年度大学院人文社会科学研究科担当資格審査委員会 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成１７年度大学院人文社会科学研究科担当資格審査委員会 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成１７年度組織委員会 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度組織委員会 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度組織委員会 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度組織委員会 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度組織委員会 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度組織委員会 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度組織委員会 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成１７年度人事委員会 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度研究支援委員会 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度研究支援委員会 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度財政委員会 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度財政委員会 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度財政委員会 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度財政委員会 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度財政委員会 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度財政委員会 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度教務委員会 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度教務委員会 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度教務委員会 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度教務委員会 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度教務委員会 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度教務委員会 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度評価委員会 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度評価委員会 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度評価委員会 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度評価委員会 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度評価委員会 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度評価委員会 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度入試委員会 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度入試委員会 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度入試委員会 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度入試委員会 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度国際交流委員会 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度国際交流委員会 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度学生支援委員会 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度学生支援委員会 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度学生支援委員会 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度中期目標・中期計画委員会 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度中期目標・中期計画委員会 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度中期目標・中期計画委員会 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度中期目標・中期計画委員会 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度中期目標・中期計画委員会 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度中期目標・中期計画委員会 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度戦略的FD委員会 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度戦略的FD委員会 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度文化学科会議 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度文化学科会議 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度文化学科会議 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度文化学科会議 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度文化学科会議 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度文化学科会議 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度社会科学科会議 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度社会科学科会議 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度法律経済学科会議 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度法律経済学科会議 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度法律経済学科会議 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度法律経済学科会議 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 電子媒体 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 公開講座 平成１８年度公開講座関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 公開講座 平成１９年度公開講座関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 公開講座 平成２０年度公開講座関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 公開講座 平成２１年度公開講座関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 公開講座 平成２２年度公開講座関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 公開講座 平成２３年度公開講座関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 旅行発令等 平成１８年度出張命令依頼伺 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 旅行発令等 平成１９年度出張命令依頼伺 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 旅行発令等 平成２０年度出張命令依頼伺 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 旅行発令等 平成２１年度出張命令依頼伺 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 旅行発令等 平成２２年度出張命令依頼伺 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 旅行発令等 平成２３年度出張命令依頼伺 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 旅行発令等 平成１８年度復命書 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2007年度 総務 旅行発令等 平成１９年度復命書 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 旅行発令等 平成２０年度復命書 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 旅行発令等 平成２１年度復命書 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 旅行発令等 平成２２年度復命書 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 旅行発令等 平成２３年度復命書 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1982年度 総務 選挙 昭和５７年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1984年度 総務 選挙 昭和５９年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 総務 選挙 昭和６１年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 総務 選挙 昭和６３年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 総務 選挙 平成２年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 総務 選挙 平成３年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 総務 選挙 平成５年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 総務 選挙 平成７年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 総務 選挙 平成９年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 総務 選挙 平成１１年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 選挙 平成１３年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 選挙 平成１５年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 選挙 平成１７年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 選挙 平成１９年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 選挙 平成２１年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 選挙 平成２３年度学部長候補者選挙 人文学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 広報 人文学部・大学院人文社会科学研究科概要（保存用） 人文学部総務係 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 総務 自己点検・評価 人文学部自己点検・評価報告書（保存用） 人文学部総務係 1992/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 総務 自己点検・評価 人文学部外部評価報告書（保存用） 人文学部総務係 2001/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 自己点検・評価 人文学部外部評価報告書（保存用） 人文学部総務係 2006/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 自己点検・評価 人文学部外部評価報告書（保存用） 人文学部総務係 2008/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 自己点検・評価 人文学部外部評価報告書（保存用） 人文学部総務係 2012/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 規程 人文学部規則集 人文学部総務係 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 規程 学内規程等関係書類 人文学部総務係 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 調査・統計 平成１３年度科学技術統計調査 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 調査・統計 平成１４年度科学技術統計調査 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 調査・統計 平成１５年度科学技術統計調査 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 調査・統計 平成１６年度科学技術統計調査 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 調査・統計 平成１７年度科学技術統計調査 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 調査・統計 平成１８年度科学技術統計調査 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 調査・統計 平成１９年度科学技術統計調査 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 調査・統計 平成２０年度科学技術統計調査 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 調査・統計 平成２１年度科学技術統計調査 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 調査・統計 平成２２年度科学技術統計調査 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 調査・統計 平成２３年度科学技術統計調査 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 調査・統計 平成１３年度学校基本調査 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 調査・統計 平成１４年度学校基本調査 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 調査・統計 平成１５年度学校基本調査 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 調査・統計 平成１６年度学校基本調査 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 調査・統計 平成１７年度学校基本調査 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 調査・統計 平成１８年度学校基本調査 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 調査・統計 平成１９年度学校基本調査 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 調査・統計 平成２０年度学校基本調査 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 調査・統計 平成２１年度学校基本調査 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 調査・統計 平成２２年度学校基本調査 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 調査・統計 平成２３年度学校基本調査 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2006年度 総務 調査・統計 平成１８年度調査関係書類（事務局経由） 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 調査・統計 平成１９年度調査関係書類（事務局経由） 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 調査・統計 平成２０年度調査関係書類（事務局経由） 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 調査・統計 平成２１年度調査関係書類（事務局経由） 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 調査・統計 平成２２年度調査関係書類（事務局経由） 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 調査・統計 平成２３年度調査関係書類（事務局経由） 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 海外渡航 平成１８年度外国出張関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 海外渡航 平成１９年度外国出張関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 海外渡航 平成２０年度外国出張関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 海外渡航 平成２１年度外国出張関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 海外渡航 平成２２年度外国出張関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 海外渡航 平成２３年度外国出張関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 海外渡航 平成１８年度海外研修関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 海外渡航 平成１９年度海外研修関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 海外渡航 平成２０年度海外研修関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 海外渡航 平成２１年度海外研修関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 海外渡航 平成２２年度海外研修関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 海外渡航 平成２３年度海外研修関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 外国の大学等との学術交流 学部間協定関係書類及び国際交流状況 人文学部総務係 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 民間機関等との共同研究 平成１８年度民間機関等との共同研究関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 民間機関等との共同研究 平成１９年度民間機関等との共同研究関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 民間機関等との共同研究 平成２０年度民間機関等との共同研究関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 民間機関等との共同研究 平成２１年度民間機関等との共同研究関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 民間機関等との共同研究 平成２２年度民間機関等との共同研究関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 民間機関等との共同研究 平成２３年度民間機関等との共同研究関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 総務 学位記 学位記台帳 人文学部総務係 1987/4/1 30年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 共同利用 平成１８年度共同利用関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 共同利用 平成１９年度共同利用関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 共同利用 平成２０年度共同利用関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 共同利用 平成２１年度共同利用関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 共同利用 平成２２年度共同利用関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 共同利用 平成２３年度共同利用関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各省庁出資金制度 平成１８年度他省庁補助金関係 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各省庁出資金制度 平成１９年度他省庁補助金関係 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各省庁出資金制度 平成２０年度他省庁補助金関係 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各省庁出資金制度 平成２１年度他省庁補助金関係 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各省庁出資金制度 平成２２年度他省庁補助金関係 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各省庁出資金制度 平成２３年度他省庁補助金関係 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種研究助成 平成１８年度学部申請による教育研究助成関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種研究助成 平成１９年度学部申請による教育研究助成関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種研究助成 平成２０年度学部申請による教育研究助成関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種研究助成 平成２１年度学部申請による教育研究助成関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種研究助成 平成２２年度学部申請による教育研究助成関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種研究助成 平成２３年度学部申請による教育研究助成関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種諸証明等 平成２２年度在職証明関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種諸証明等 平成２３年度在職証明関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種諸証明等 平成２２年度身分証明書関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種諸証明等 平成２３年度身分証明書関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1982年度 総務 任免 昭和５７年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 任免 昭和５８年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1984年度 総務 任免 昭和５９年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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1985年度 総務 任免 昭和６０年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 総務 任免 昭和６１年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和６２年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 総務 任免 昭和６３年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成２年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成３年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成４年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成５年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成６年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成７年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成８年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成９年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成１０年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成１１年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成１２年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度任免関係書類（定員内職員・教官） 人文学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度任免関係書類（非常勤職員） 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度任免関係書類（非常勤職員） 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度任免関係書類（非常勤職員） 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度任免関係書類（非常勤職員） 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度任免関係書類（非常勤職員） 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度任免関係書類（非常勤職員） 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度任免関係書類（非常勤職員） 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度任免関係書類（非常勤職員） 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度任免関係書類（非常勤職員） 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度任免関係書類（非常勤職員） 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度任免関係書類（非常勤講師） 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度任免関係書類（非常勤講師） 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度任免関係書類（非常勤講師） 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度任免関係書類（非常勤講師） 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度任免関係書類（非常勤講師） 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度任免関係書類（非常勤講師） 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度任免関係書類（非常勤講師） 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度任免関係書類（非常勤講師） 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度任免関係書類（非常勤講師） 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度任免関係書類（非常勤講師） 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度任免関係書類（非常勤職員） 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1985年度 総務 任免 昭和６０年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 総務 任免 昭和６１年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和６２年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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1988年度 総務 任免 昭和６３年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成２年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成３年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成４年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成７年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成８年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成９年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成１０年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成１１年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成１２年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度非常勤講師名簿 人文学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 任免 昭和５８年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1984年度 総務 任免 昭和５９年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1985年度 総務 任免 昭和６０年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 総務 任免 昭和６１年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和６２年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 総務 任免 昭和６３年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成２年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成３年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成４年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成５年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成６年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成７年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成８年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成９年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成１０年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成１１年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成１２年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度外国人教師関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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1983年度 総務 任免 昭和５８年度定員現員表 人文学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1984年度 総務 任免 昭和５９年度定員現員表 人文学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1985年度 総務 任免 昭和６０年度定員現員表 人文学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 総務 任免 昭和６１年度定員現員表 人文学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和６２年度定員現員表 人文学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 総務 任免 昭和６３年度定員現員表 人文学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度定員現員表 人文学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成２年度定員現員表 人文学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成３年度定員現員表 人文学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成４年度定員現員表 人文学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成５年度定員現員表 人文学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成６年度定員現員表 人文学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成７年度定員現員表 人文学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成８年度定員現員表 人文学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成９年度定員現員表 人文学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成１０年度定員現員表 人文学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成１１年度定員現員表 人文学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成１２年度定員現員表 人文学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度定員現員表 人文学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度定員現員表 人文学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度定員現員表 人文学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度定員現員表 人文学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度定員現員表 人文学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度定員現員表 人文学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度定員現員表 人文学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度定員現員表 人文学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度定員現員表 人文学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度定員現員表 人文学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度定員現員表 人文学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 人事記録（パート職員） 人文学部総務係 1990/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度Ｔ・Ａ関係書類 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度Ｔ・Ａ関係書類 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度Ｔ・Ａ関係書類 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度Ｔ・Ａ関係書類 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度Ｔ・Ａ関係書類 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度Ｔ・Ａ関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度Ｔ・Ａ関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度Ｔ・Ａ関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度Ｔ・Ａ関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度Ｔ・Ａ関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度Ｔ・Ａ関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 給与 平成１３年度給与関係書類 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 給与 平成１４年度給与関係書類 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 給与 平成１５年度給与関係書類 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 給与 平成１６年度給与関係書類 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 給与 平成１７年度給与関係書類 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 給与 平成１８年度給与関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 給与 平成１９年度給与関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 給与 平成２０年度給与関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 給与 平成２１年度給与関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 給与 平成２２年度給与関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2011年度 総務 給与 平成２３年度給与関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 給与 平成１６年度俸給の調整額関係書類 人文学部総務係 2005/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 給与 平成１７年度俸給の調整額関係書類 人文学部総務係 2006/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 給与 平成１８年度俸給の調整額関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 給与 平成１９年度俸給の調整額関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 給与 平成２０年度俸給の調整額関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 給与 平成２１年度俸給の調整額関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 給与 平成２２年度俸給の調整額関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 給与 平成２３年度俸給の調整額関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 諸手当 平成１８年度期末・勤勉手当 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 諸手当 平成１９年度期末・勤勉手当 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 諸手当 平成２０年度期末・勤勉手当 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 諸手当 平成２１年度期末・勤勉手当 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 諸手当 平成２２年度期末・勤勉手当 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 諸手当 平成２３年度期末・勤勉手当 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度休暇簿 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度休暇簿 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年度休暇簿 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年度休暇簿 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年度休暇簿 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年度休暇簿 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度職務専念義務免除関係 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度職務専念義務免除関係 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年度職務専念義務免除関係 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年度職務専念義務免除関係 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年度職務専念義務免除関係 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年度職務専念義務免除関係 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度勤務時間割振表 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度勤務時間割振表 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年度勤務時間割振表 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年度勤務時間割振表 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年度勤務時間割振表 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年度勤務時間割振表 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度休日の代休日関係 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度休日の代休日関係 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年度休日の代休日関係 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年度休日の代休日関係 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年度休日の代休日関係 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年度休日の代休日関係 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度超過勤務命令簿 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度超過勤務命令簿 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年度超過勤務命令簿 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年度超過勤務命令簿 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年度超過勤務命令簿 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年度超過勤務命令簿 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度週休日の振替の割振変更簿 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度週休日の振替の割振変更簿 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年度週休日の振替の割振変更簿 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年度週休日の振替の割振変更簿 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年度週休日の振替の割振変更簿 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年度週休日の振替の割振変更簿 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度研修願 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度研修願 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年度研修願 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年度研修願 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年度研修願 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年度研修願 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の研修 平成１８年度職員の研修関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 職員の研修 平成１９年度職員の研修関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 職員の研修 平成２０年度職員の研修関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 職員の研修 平成２１年度職員の研修関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 職員の研修 平成２２年度職員の研修関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の研修 平成２３年度職員の研修関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 栄典・表彰 昭和５８年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1984年度 総務 栄典・表彰 昭和５９年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1985年度 総務 栄典・表彰 昭和６０年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 総務 栄典・表彰 昭和６１年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 総務 栄典・表彰 昭和６２年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 総務 栄典・表彰 昭和６３年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 総務 栄典・表彰 平成元年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 総務 栄典・表彰 平成２年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 総務 栄典・表彰 平成３年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 総務 栄典・表彰 平成４年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 総務 栄典・表彰 平成５年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 総務 栄典・表彰 平成６年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 総務 栄典・表彰 平成７年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 総務 栄典・表彰 平成８年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 総務 栄典・表彰 平成９年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 総務 栄典・表彰 平成１０年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 総務 栄典・表彰 平成１１年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 総務 栄典・表彰 平成１２年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 栄典・表彰 平成１３年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 栄典・表彰 平成１４年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 栄典・表彰 平成１５年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 栄典・表彰 平成１６年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 栄典・表彰 平成１７年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 栄典・表彰 平成１８年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 栄典・表彰 平成１９年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 栄典・表彰 平成２０年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 栄典・表彰 平成２１年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 栄典・表彰 平成２２年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 栄典・表彰 平成２３年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 栄典・表彰 昭和５８年度表彰関係書類 人文学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1984年度 総務 栄典・表彰 昭和５９年度表彰関係書類 人文学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1985年度 総務 栄典・表彰 昭和６０年度表彰関係書類 人文学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 総務 栄典・表彰 昭和６１年度表彰関係書類 人文学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 総務 栄典・表彰 昭和６２年度表彰関係書類 人文学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 総務 栄典・表彰 昭和６３年度表彰関係書類 人文学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 総務 栄典・表彰 平成元年度表彰関係書類 人文学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 総務 栄典・表彰 平成２年度表彰関係書類 人文学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 総務 栄典・表彰 平成３年度表彰関係書類 人文学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 総務 栄典・表彰 平成４年度表彰関係書類 人文学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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1993年度 総務 栄典・表彰 平成５年度表彰関係書類 人文学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 総務 栄典・表彰 平成６年度表彰関係書類 人文学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 総務 栄典・表彰 平成７年度表彰関係書類 人文学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 総務 栄典・表彰 平成８年度表彰関係書類 人文学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 総務 栄典・表彰 平成９年度表彰関係書類 人文学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 総務 栄典・表彰 平成１０年度表彰関係書類 人文学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 総務 栄典・表彰 平成１１年度表彰関係書類 人文学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 総務 栄典・表彰 平成１２年度表彰関係書類 人文学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 栄典・表彰 平成１３年度表彰関係書類 人文学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 栄典・表彰 平成１４年度表彰関係書類 人文学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 栄典・表彰 平成１５年度表彰関係書類 人文学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 栄典・表彰 平成１６年度表彰関係書類 人文学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 栄典・表彰 平成１７年度表彰関係書類 人文学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 栄典・表彰 平成１８年度表彰関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 栄典・表彰 平成１９年度表彰関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 栄典・表彰 平成２０年度表彰関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 栄典・表彰 平成２１年度表彰関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 栄典・表彰 平成２２年度表彰関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 栄典・表彰 平成２３年度表彰関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 職員の安全管理 昭和５８年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1984年度 総務 職員の安全管理 昭和５９年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1985年度 総務 職員の安全管理 昭和６０年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 総務 職員の安全管理 昭和６１年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 総務 職員の安全管理 昭和６２年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 総務 職員の安全管理 昭和６３年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 総務 職員の安全管理 平成元年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 総務 職員の安全管理 平成２年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 総務 職員の安全管理 平成３年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 総務 職員の安全管理 平成４年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 総務 職員の安全管理 平成５年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 総務 職員の安全管理 平成６年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 総務 職員の安全管理 平成７年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 総務 職員の安全管理 平成８年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 総務 職員の安全管理 平成９年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 総務 職員の安全管理 平成１０年度安全管理関係書類 人文学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 総務 職員の安全管理 平成１１年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 総務 職員の安全管理 平成１２年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 職員の安全管理 平成１３年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 職員の安全管理 平成１４年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 職員の安全管理 平成１５年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 職員の安全管理 平成１６年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 職員の安全管理 平成１７年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の安全管理 平成１８年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 職員の安全管理 平成１９年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 職員の安全管理 平成２０年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 職員の安全管理 平成２１年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 職員の安全管理 平成２２年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の安全管理 平成２３年度安全管理関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の併任・兼業 平成１８年度併任・兼業関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 職員の併任・兼業 平成１９年度併任・兼業関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 職員の併任・兼業 平成２０年度併任・兼業関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2009年度 総務 職員の併任・兼業 平成２１年度併任・兼業関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 職員の併任・兼業 平成２２年度併任・兼業関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の併任・兼業 平成２３年度併任・兼業関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の併任・兼業 平成２３年度併任・兼業関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の併任・兼業 平成１８年度兼業台帳 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 職員の併任・兼業 平成１９年度兼業台帳 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 職員の併任・兼業 平成２０年度兼業台帳 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 職員の併任・兼業 平成２１年度兼業台帳 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 職員の併任・兼業 平成２２年度兼業台帳 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の併任・兼業 平成２３年度兼業台帳 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 総務 健康診断 平成８年度健康診断個人票 人文学部総務係 1997/4/1 退職から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 総務 健康診断 平成９年度健康診断個人票 人文学部総務係 1998/4/1 退職から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 総務 健康診断 平成１０年度健康診断個人票 人文学部総務係 1999/4/1 退職から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 総務 健康診断 平成１１年度健康診断個人票 人文学部総務係 2000/4/1 退職から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 総務 健康診断 平成１２年度健康診断個人票 人文学部総務係 2001/4/1 退職から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 健康診断 平成１３年度健康診断個人票 人文学部総務係 2002/4/1 退職から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 健康診断 平成１４年度健康診断個人票 人文学部総務係 2003/4/1 退職から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 健康診断 平成１５年度健康診断個人票 人文学部総務係 2004/4/1 退職から5年 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 名誉教授 昭和５８年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1984年度 総務 名誉教授 昭和５９年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1985年度 総務 名誉教授 昭和６０年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 総務 名誉教授 昭和６１年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 総務 名誉教授 昭和６２年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 総務 名誉教授 昭和６３年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 総務 名誉教授 平成元年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 総務 名誉教授 平成２年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 総務 名誉教授 平成３年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 総務 名誉教授 平成４年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 総務 名誉教授 平成５年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 総務 名誉教授 平成６年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 総務 名誉教授 平成７年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 総務 名誉教授 平成８年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 総務 名誉教授 平成９年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 総務 名誉教授 平成１０年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 総務 名誉教授 平成１１年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 総務 名誉教授 平成１２年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 名誉教授 平成１３年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 名誉教授 平成１４年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 名誉教授 平成１５年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 名誉教授 平成１７年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 名誉教授 平成１8年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 名誉教授 平成１９年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 名誉教授 平成２０年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 名誉教授 平成２１年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 名誉教授 平成２２年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 名誉教授 平成２３年度名誉教授関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 営利企業 平成１３年度営利企業就職関係書類 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 営利企業 平成１４年度営利企業就職関係書類 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 営利企業 平成１５年度営利企業就職関係書類 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 学術・研究 平成１８年度文部科学省在外研究員関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 学術・研究 平成１９年度文部科学省在外研究員関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2008年度 総務 学術・研究 平成２０年度文部科学省在外研究員関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 学術・研究 平成２１年度文部科学省在外研究員関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 学術・研究 平成２２年度文部科学省在外研究員関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 学術・研究 平成２３年度文部科学省在外研究員関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 学術・研究 平成１８年度科学研究費補助金関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 学術・研究 平成１９年度科学研究費補助金関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 学術・研究 平成２０年度科学研究費補助金関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 学術・研究 平成２１年度科学研究費補助金関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 学術・研究 平成２２年度科学研究費補助金関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 学術・研究 平成２３年度科学研究費補助金関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 学術・研究 平成１８年度日本学術振興会関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 学術・研究 平成１９年度日本学術振興会関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 学術・研究 平成２０年度日本学術振興会関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 学術・研究 平成２１年度日本学術振興会関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 学術・研究 平成２２年度日本学術振興会関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 学術・研究 平成２３年度日本学術振興会関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 学術・研究 平成１８年度文部科学省内地研究員関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 学術・研究 平成１９年度文部科学省内地研究員関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 学術・研究 平成２０年度文部科学省内地研究員関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 学術・研究 平成２１年度文部科学省内地研究員関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 学術・研究 平成２２年度文部科学省内地研究員関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 学術・研究 平成２３年度文部科学省内地研究員関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 学術・研究 平成２０年度各種研究助成関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 学術・研究 平成２１年度各種研究助成関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 学術・研究 平成２２年度各種研究助成関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 学術・研究 平成２３年度各種研究助成関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 施設利用 平成１８年度講堂利用関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 施設利用 平成１９年度講堂利用関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 施設利用 平成２０年度講堂利用関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 施設利用 平成２１年度講堂利用関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 施設利用 平成２２年度講堂利用関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 施設利用 平成２３年度講堂利用関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 設置・資格関係 設置関係書類 人文学部総務係 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 総務 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善等に係る検討状況 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善等に係る検討状況関係書類 人文学部総務係 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 概算要求 平成１３年度部局提出分歳出概算要求書及び附属資料 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 概算要求 平成１４年度部局提出分歳出概算要求書及び附属資料 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 概算要求 平成１５年度部局提出分歳出概算要求書及び附属資料 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 概算要求 平成１３年度基準概算関係資料 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 概算要求 平成１４年度基準概算関係資料 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 概算要求 平成１５年度基準概算関係資料 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 監守 平成１３年度国有財産監守計画 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 監守 平成１４年度国有財産監守計画 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 監守 平成１５年度国有財産監守計画 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 監守 平成１6年度監守計画 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 監守 平成１７年度監守計画 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 監守 平成１８年度監守計画 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 監守 平成１９年度監守計画 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 監守 平成２０年度監守計画 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 監守 平成２１年度監守計画 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 監守 平成２２年度監守計画 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 監守 平成２３年度監守計画 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2001年度 総務 監守 平成１３年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 監守 平成１４年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 監守 平成１５年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成１３年度防火管理者選出・解任書 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成１４年度防火管理者選出・解任書 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成１５年度防火管理者選出・解任書 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成１３年度防火隊編成一覧表 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成１４年度防火隊編成一覧表 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成１５年度防火隊編成一覧表 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成１３年度消防計画書 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成１４年度消防計画書 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成１５年度消防計画書 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 防火管理、消防 平成１6年度消防計画書 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 防火管理、消防 平成１７年度消防計画書 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 防火管理、消防 平成１８年度消防計画書 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 防火管理、消防 平成１９年度消防計画書 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 防火管理、消防 平成２０年度消防計画書 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 防火管理、消防 平成２１年度消防計画書 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 防火管理、消防 平成２２年度消防計画書 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 防火管理、消防 平成２３年度消防計画書 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成１３年度消防設備点検結果報告書 人文学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成１４年度消防設備点検結果報告書 人文学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成１５年度消防設備点検結果報告書 人文学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 総務 防火管理、消防 平成１６年度消防設備点検結果報告書（控） 人文学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 総務 防火管理、消防 平成１７年度消防設備点検結果報告書（控） 人文学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 防火管理、消防 平成１８年度消防設備点検結果報告書（控） 人文学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 防火管理、消防 平成１９年度消防設備点検結果報告書（控） 人文学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 防火管理、消防 平成２０年度消防設備点検結果報告書（控） 人文学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 防火管理、消防 平成２１年度消防設備点検結果報告書（控） 人文学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 防火管理、消防 平成２２年度消防設備点検結果報告書（控） 人文学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 防火管理、消防 平成２３年度消防設備点検結果報告書（控） 人文学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 支出 平成１８年度給与の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 支出 平成１９年度給与の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 支出 平成２０年度給与の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 支出 平成２１年度給与の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 支出 平成２２年度給与の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 支出 平成２３年度給与の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 支出 平成１８年度旅費の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 支出 平成１９年度旅費の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 支出 平成２０年度旅費の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 支出 平成２１年度旅費の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 支出 平成２２年度旅費の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 支出 平成２３年度旅費の口座振込申出書（控） 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 委任経理金 平成１８年度委任経理金講座別差引簿 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 委任経理金 平成１９年度委任経理金講座別差引簿 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 委任経理金 平成２０年度委任経理金講座別差引簿 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 委任経理金 平成２１年度委任経理金講座別差引簿 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 委任経理金 平成２２年度委任経理金講座別差引簿 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 委任経理金 平成２３年度委任経理金講座別差引簿 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 債権 平成１８年度債権発生等通知書（控） 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 債権 平成１９年度債権発生等通知書（控） 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2008年度 総務 債権 平成２０年度債権発生等通知書（控） 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 債権 平成２１年度債権発生等通知書（控） 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 債権 平成２２年度債権発生等通知書（控） 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 債権 平成２３年度債権発生等通知書（控） 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 債権 平成１８年度債権変更通知書（控） 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 債権 平成１９年度債権変更通知書（控） 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 債権 平成２０年度債権変更通知書（控） 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 債権 平成２１年度債権変更通知書（控） 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 債権 平成２２年度債権変更通知書（控） 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 債権 平成２３年度債権変更通知書（控） 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 債権 平成１８年度債権消滅通知書（控） 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 債権 平成１９年度債権消滅通知書（控） 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 債権 平成２０年度債権消滅通知書（控） 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 債権 平成２１年度債権消滅通知書（控） 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 債権 平成２２年度債権消滅通知書（控） 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 債権 平成２３年度債権消滅通知書（控） 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 債権 平成１８年度保証書（授業料） 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 債権 平成１９年度保証書（授業料） 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 債権 平成２０年度保証書（授業料） 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 債権 平成２１年度保証書（授業料） 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 債権 平成２２年度保証書（授業料） 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 債権 平成２３年度保証書（授業料） 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 給与支給 平成１８年度基準給与簿 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 給与支給 平成１９年度基準給与簿 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 給与支給 平成２０年度基準給与簿 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 給与支給 平成２１年度基準給与簿 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 給与支給 平成２２年度基準給与簿 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 給与支給 平成２３年度基準給与簿 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 所得税・住民税 平成１８年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成１９年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成２０年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成２１年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成２２年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 所得税・住民税 平成２３年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 所得税・住民税 平成１８年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成１９年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成２０年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成２１年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成２２年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 所得税・住民税 平成２３年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 所得税・住民税 平成１８年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成１９年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成２０年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成２１年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成２２年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 所得税・住民税 平成２３年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 支出負担行為 平成１８年度費目別予算差引簿 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 支出負担行為 平成１９年度費目別予算差引簿 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 支出負担行為 平成２０年度費目別予算差引簿 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 支出負担行為 平成２１年度費目別予算差引簿 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 支出負担行為 平成２２年度費目別予算差引簿 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2011年度 総務 支出負担行為 平成２３年度費目別予算差引簿 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 総務 公用車等運行 平成１８年度タクシーチケット関係書類 人文学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 総務 公用車等運行 平成１９年度タクシーチケット関係書類 人文学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 総務 公用車等運行 平成２０年度タクシーチケット関係書類 人文学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 総務 公用車等運行 平成２１年度タクシーチケット関係書類 人文学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 公用車等運行 平成２２年度タクシーチケット関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 公用車等運行 平成２３年度タクシーチケット関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 総務 物品 物品管理簿 人文学部総務係 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 総務 会計実地検査 平成２２年度会計実地検査関係書類 人文学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 総務 会計実地検査 平成２３年度会計実地検査関係書類 人文学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度教務委員会 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成１４年度教務委員会 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成１５年度教務委員会 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 平成１６年度教務委員会 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 平成１７年度教務委員会 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 平成１８年度教務委員会 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 各種委員会等 平成１９年度教務委員会 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 平成２０年度教務委員会 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成２１年度教務委員会 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 平成２２年度教務委員会 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 平成２３年度教務委員会 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度入試委員会 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成１４年度入試委員会 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成１５年度入試委員会 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 平成１６年度入試委員会 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 平成１７年度入試委員会 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 平成１８年度入試委員会 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 各種委員会等 平成１９年度入試委員会 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 平成２０年度入試委員会 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成２１年度入試委員会 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 平成２２年度入試委員会 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 平成２３年度入試委員会 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度実習委員会 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成１４年度実習委員会 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成１５年度実習委員会 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 平成１６年度進路指導委員会 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 平成１７年度進路指導委員会 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度就職委員会 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成１４年度就職委員会 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 平成１８年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成１９年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２０年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２１年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 平成２２年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 平成２３年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 平成１８年度帰国子女特別選抜関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成１９年度帰国子女特別選抜関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２０年度帰国子女特別選抜関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２１年度帰国子女特別選抜関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 平成２２年度帰国子女特別選抜関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 平成２３年度帰国子女特別選抜関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2006年度 学務 学生募集 平成１８年度社会人特別選抜関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成１９年度社会人特別選抜関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２０年度社会人特別選抜関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２１年度社会人特別選抜関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 平成２２年度社会人特別選抜関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 平成２３年度社会人特別選抜関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 平成１８年度社会人３年次編入学特別選抜関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成１９年度社会人３年次編入学特別選抜関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２０年度社会人３年次編入学特別選抜関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２１年度社会人３年次編入学特別選抜関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 平成２２年度社会人３年次編入学特別選抜関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 平成２３年度社会人３年次編入学特別選抜関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 平成１９年度一般３年次編入学選抜関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成２０年度一般３年次編入学選抜関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２１年度一般３年次編入学選抜関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２２年度一般３年次編入学選抜関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 平成１８年度私費外国人留学生特別選抜関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成１９年度私費外国人留学生特別選抜関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２０年度私費外国人留学生特別選抜関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２１年度私費外国人留学生特別選抜関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 平成２２年度私費外国人留学生特別選抜関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 平成２３年度私費外国人留学生特別選抜関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 平成１８年度私費外国人留学生３年次編入学特別選抜関係 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成１９年度私費外国人留学生３年次編入学特別選抜関係 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２０年度私費外国人留学生３年次編入学特別選抜関係 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２１年度私費外国人留学生３年次編入学特別選抜関係 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 平成２２年度私費外国人留学生３年次編入学特別選抜関係 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 平成２３年度私費外国人留学生３年次編入学特別選抜関係 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分異動 平成４年度休学関係書類 人文学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 平成５年度休学関係書類 人文学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分異動 平成６年度休学関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分異動 平成７年度休学関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分異動 平成８年度休学関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 平成９年度休学関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度休学関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度休学関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度休学関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度休学関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度休学関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度休学関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度休学関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度休学関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度休学関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度休学関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度休学関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度休学関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度休学関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度休学関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 平成５年度復学関係書類 人文学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分異動 平成６年度復学関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分異動 平成７年度復学関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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1996年度 学務 学生身分異動 平成８年度復学関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 平成９年度復学関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度復学関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度復学関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度復学関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度復学関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度復学関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度復学関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度復学関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度復学関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度復学関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度復学関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度復学関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度復学関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度復学関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度復学関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 平成５年度退学関係書類 人文学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分異動 平成６年度退学関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分異動 平成７年度退学関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分異動 平成８年度退学関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 平成９年度退学関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度退学関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度退学関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度退学関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度退学関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度退学関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度退学関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度退学関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度退学関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度退学関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度退学関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度退学関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度退学関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度退学関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度退学関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分異動 平成６年度除籍関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分異動 平成７年度除籍関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分異動 平成８年度除籍関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 平成９年度除籍関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度除籍関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度除籍関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度除籍関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度除籍関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度除籍関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度除籍関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度除籍関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度除籍関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度除籍関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度除籍関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度除籍関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度除籍関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度除籍関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度除籍関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1983年度 学務 学籍 学籍簿 人文学部学務係 1984/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生等 平成２年度研究生関係書類 人文学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生等 平成３年度研究生関係書類 人文学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生等 平成４年度研究生関係書類 人文学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生等 平成５年度研究生関係書類 人文学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生等 平成６年度研究生関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生等 平成７年度研究生関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生等 平成８年度研究生関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生等 平成９年度研究生関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生等 平成１０年度研究生関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生等 平成１１年度研究生関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生等 平成１２年度研究生関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生等 平成１３年度研究生関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生等 平成１４年度研究生関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生等 平成１５年度研究生関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生等 平成１６年度研究生関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生等 平成１７年度研究生関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生等 平成１８年度研究生関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生等 平成１９年度研究生関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生等 平成２０年度研究生関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生等 平成２１年度研究生関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生等 平成２２年度研究生関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生等 平成２３年度研究生関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1985年度 学務 非正規生等 昭和６０年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生等 昭和６１年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生等 昭和６２年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生等 昭和６３年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生等 平成元年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生等 平成２年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生等 平成３年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生等 平成４年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生等 平成５年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生等 平成６年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生等 平成７年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生等 平成８年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生等 平成９年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生等 平成１０年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生等 平成１１年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生等 平成１２年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生等 平成１３年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生等 平成１４年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生等 平成１５年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生等 平成１６年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生等 平成１７年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生等 平成１８年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生等 平成１９年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生等 平成２０年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生等 平成２１年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生等 平成２２年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2011年度 学務 非正規生等 平成２３年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生等 平成元年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生等 平成２年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生等 平成３年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生等 平成４年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生等 平成５年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生等 平成６年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生等 平成７年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生等 平成８年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生等 平成９年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生等 平成１０年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生等 平成１１年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生等 平成１２年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生等 平成１３年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生等 平成１４年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生等 平成１５年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生等 平成１６年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生等 平成１７年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生等 平成１８年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生等 平成１９年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生等 平成２０年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生等 平成２１年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生等 平成２２年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生等 平成２３年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度履修要項 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度履修要項 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度履修要項 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 平成２１年度履修要項 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度履修要項 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度履修要項 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度授業時間割 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度授業時間割 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度授業時間割 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 平成２１年度授業時間割 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度授業時間割 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度授業時間割 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度定期試験時間割 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度定期試験時間割 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度定期試験時間割 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 平成２１年度定期試験時間割 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度定期試験時間割 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度定期試験時間割 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度シラバス 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度シラバス 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度シラバス 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 平成２１年度シラバス 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度シラバス 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度シラバス 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度他学部聴講関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度他学部聴講関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度他学部聴講関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2009年度 学務 授業履修 平成２１年度他学部聴講関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度他学部聴講関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度他学部聴講関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 学務 教員免許状 昭和６１年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 学務 教員免許状 昭和６２年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 学務 教員免許状 昭和６３年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 学務 教員免許状 平成元年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 学務 教員免許状 平成２年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 学務 教員免許状 平成３年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 学務 教員免許状 平成４年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 学務 教員免許状 平成５年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務 教員免許状 平成６年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務 教員免許状 平成７年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務 教員免許状 平成８年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務 教員免許状 平成９年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務 教員免許状 平成１０年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務 教員免許状 平成１１年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務 教員免許状 平成１２年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 教員免許状 平成１３年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 教員免許状 平成１４年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 教員免許状 平成１５年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 教員免許状 平成１６年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 教員免許状 平成１７年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 教員免許状 平成１８年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 教員免許状 平成１９年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 教員免許状 平成２０年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 教員免許状 平成２１年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 教員免許状 平成２２年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 教員免許状 平成２３年度教員免許状関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 広　報 平成２０年度人文学部のそこが知りたい 人文学部学務係 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 広　報 平成２１年度人文学部のそこが知りたい 人文学部学務係 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 広　報 平成２２年度人文学部のそこが知りたい 人文学部学務係 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 広　報 平成２３年度人文学部のそこが知りたい 人文学部学務係 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 学務 卒　業 昭和６１年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 学務 卒　業 昭和６２年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 学務 卒　業 昭和６３年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 学務 卒　業 平成元年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 学務 卒　業 平成２年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 平成３年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 平成４年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 平成５年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 平成６年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 平成７年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 平成８年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 平成９年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 平成１０年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 平成１１年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 平成１２年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 平成１３年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 平成１４年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 平成１５年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2004年度 学務 卒　業 平成１６年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 平成１７年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 平成１８年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 平成１９年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 平成２０年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 平成２１年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 卒　業 平成２２年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 平成２３年度学位授与申請用名簿 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1986年度 学務 卒　業 昭和６１年度卒業判定資料 人文学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1987年度 学務 卒　業 昭和６２年度卒業判定資料 人文学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1988年度 学務 卒　業 昭和６３年度卒業判定資料 人文学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 学務 卒　業 平成元年度卒業判定資料 人文学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1990年度 学務 卒　業 平成２年度卒業判定資料 人文学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 平成３年度卒業判定資料 人文学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 平成４年度卒業判定資料 人文学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 平成５年度卒業判定資料 人文学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 平成６年度卒業判定資料 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 平成７年度卒業判定資料 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 平成８年度卒業判定資料 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 平成９年度卒業判定資料 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 平成１０年度卒業判定資料 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 平成１１年度卒業判定資料 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 平成１２年度卒業判定資料 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 平成１３年度卒業判定資料 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 平成１４年度卒業判定資料 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 平成１５年度卒業判定資料 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 卒　業 平成１６年度卒業判定資料 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 平成１７年度卒業判定資料 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 平成１８年度卒業判定資料 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 平成１９年度卒業判定資料 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 平成２０年度卒業判定資料 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 平成２１年度卒業判定資料 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 卒　業 平成２２年度卒業判定資料 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 平成２３年度卒業判定資料 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 実　習 平成１８年度教育実習関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 実　習 平成１９年度教育実習関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 実　習 平成２０年度教育実習関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 実　習 平成２１年度教育実習関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 実　習 平成２２年度教育実習関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 実　習 平成２３年度教育実習関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 実　習 平成１８年度介護体験実習関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 実　習 平成１９年度介護体験実習関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 実　習 平成２０年度介護体験実習関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 実　習 平成２１年度介護体験実習関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 実　習 平成２２年度介護体験実習関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 実　習 平成２３年度介護体験実習関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 合宿指導 平成１８年度合宿指導関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 合宿指導 平成１９年度合宿指導関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 合宿指導 平成２０年度合宿指導関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 合宿指導 平成２１年度合宿指導関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 合宿指導 平成２２年度合宿指導関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2011年度 学務 合宿指導 平成２３年度合宿指導関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 統計・調査 平成１８年度人文学部・調査関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 統計・調査 平成１９年度人文学部・調査関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 統計・調査 平成２０年度人文学部・調査関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 統計・調査 平成２１年度人文学部・調査関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 統計・調査 平成２２年度人文学部・調査関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 統計・調査 平成２３年度人文学部・調査関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 インターンシップ 平成１８年度インターンシップ関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 インターンシップ 平成１９年度インターンシップ関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 インターンシップ 平成２０年度インターンシップ関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 インターンシップ 平成２１年度インターンシップ関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 インターンシップ 平成２２年度インターンシップ関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 インターンシップ 平成２３年度インターンシップ関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 入学料免除 平成１３年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 入学料免除 平成１４年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 入学料免除 平成１５年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 入学料免除 平成１６年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 入学料免除 平成１７年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 入学料免除 平成１８年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 入学料免除 平成１９年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 入学料免除 平成２０年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 入学料免除 平成２１年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 入学料免除 平成２２年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 入学料免除 平成２３年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 授業料免除 平成１３年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 授業料免除 平成１４年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 授業料免除 平成１５年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 授業料免除 平成１６年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 授業料免除 平成１７年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業料免除 平成１８年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業料免除 平成１９年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業料免除 平成２０年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業料免除 平成２１年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業料免除 平成２２年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業料免除 平成２３年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 その他の奨学金 平成１８年度育英会関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 その他の奨学金 平成１９年度育英会関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 その他の奨学金 平成２０年度育英会関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 その他の奨学金 平成２１年度育英会関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 その他の奨学金 平成２２年度育英会関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 その他の奨学金 平成２３年度育英会関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 その他の奨学金 平成１３年度その他の奨学金授与学生名簿 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 その他の奨学金 平成１４年度その他の奨学金授与学生名簿 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 その他の奨学金 平成１５年度その他の奨学金授与学生名簿 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 その他の奨学金 平成１６年度その他の奨学金授与学生名簿 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 その他の奨学金 平成１７年度その他の奨学金授与学生名簿 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 その他の奨学金 平成１８年度その他の奨学金授与学生名簿 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 その他の奨学金 平成１９年度その他の奨学金授与学生名簿 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 その他の奨学金 平成２０年度その他の奨学金授与学生名簿 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 その他の奨学金 平成２１年度その他の奨学金授与学生名簿 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 その他の奨学金 平成２２年度その他の奨学金授与学生名簿 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2011年度 学務 その他の奨学金 平成２３年度その他の奨学金授与学生名簿 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 その他の奨学金 平成２０年度その他の奨学金関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 その他の奨学金 平成２１年度その他の奨学金関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 その他の奨学金 平成２２年度その他の奨学金関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 その他の奨学金 平成２３年度その他の奨学金関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生教育災害傷害保険 平成２０年度学生加入者状況一覧表 人文学部学務係 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生教育災害傷害保険 平成２１年度学生加入者状況一覧表 人文学部学務係 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生教育災害傷害保険 平成２２年度学生加入者状況一覧表 人文学部学務係 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生教育災害傷害保険 平成２３年度学生加入者状況一覧表 人文学部学務係 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 留学生 平成１３年度留学生名簿 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 留学生 平成１４年度留学生名簿 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 留学生 平成１５年度留学生名簿 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 留学生 平成１３年度留学生個人調書 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 留学生 平成１４年度留学生個人調書 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 留学生 平成１５年度留学生個人調書 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 留学生 平成１３年度短期留学推進制度による短期留学生関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 留学生 平成１４年度短期留学推進制度による短期留学生関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 留学生 平成１５年度短期留学推進制度による短期留学生関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 留学生 平成１３年度特別聴講学生（短期留学推進制度含む）関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 留学生 平成１４年度特別聴講学生（短期留学推進制度含む）関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 留学生 平成１５年度特別聴講学生（短期留学推進制度含む）関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 就職・進学 平成１８年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 就職・進学 平成１９年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 就職・進学 平成２０年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 就職・進学 平成２１年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 就職・進学 平成２２年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 就職・進学 平成２３年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 派　遣 平成１３年度短期留学推進制度に基づく派遣留学生関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 派　遣 平成１４年度短期留学推進制度に基づく派遣留学生関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 派　遣 平成１５年度短期留学推進制度に基づく派遣留学生関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 派　遣 平成１６年度短期留学推進制度に基づく派遣留学生関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 派　遣 平成１７年度短期留学推進制度に基づく派遣留学生関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 派　遣 平成１８年度短期留学推進制度に基づく派遣留学生関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 派　遣 平成１９年度短期留学推進制度に基づく派遣留学生関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 派　遣 平成２０年度短期留学推進制度に基づく派遣留学生関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 派　遣 平成２１年度短期留学推進制度に基づく派遣留学生関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 派　遣 平成２２年度短期留学推進制度に基づく派遣留学生関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 派　遣 平成２３年度短期留学推進制度に基づく派遣留学生関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 住　所 平成１８年度住所届 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 住　所 平成１９年度住所届 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 住　所 平成２０年度住所届 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 住　所 平成２１年度住所届 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 住　所 平成２２年度住所届 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 住　所 平成２３年度住所届 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 住　所 平成１３年度学生名簿 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 住　所 平成１４年度学生名簿 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 住　所 平成１５年度学生名簿 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 住　所 平成１６年度学生名簿 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 住　所 平成１７年度学生名簿 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 住　所 平成１８年度学生名簿 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 住　所 平成１９年度学生名簿 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2008年度 学務 住　所 平成２０年度学生名簿 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 住　所 平成２１年度学生名簿 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 住　所 平成２２年度学生名簿 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 住　所 平成２３年度学生名簿 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 その他 平成１３年度学生調書 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 その他 平成１４年度学生調書 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 その他 平成１５年度学生調書 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 その他 平成１６年度学生調書 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 その他 平成１７年度学生調書 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 その他 平成１８年度学生調書 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 その他 平成１９年度学生調書 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 その他 平成２０年度学生調書 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 その他 平成２１年度学生調書 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 その他 平成２２年度学生調書 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 その他 平成２３年度学生調書 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務 その他 平成１３年度誓約書 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務 その他 平成１４年度誓約書 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務 その他 平成１５年度誓約書 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務 その他 平成１６年度誓約書 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務 その他 平成１７年度誓約書 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務 その他 平成１８年度誓約書 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務 その他 平成１９年度誓約書 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務 その他 平成２０年度誓約書 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務 その他 平成２１年度誓約書 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務 その他 平成２２年度誓約書 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務 その他 平成２３年度誓約書 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 学生募集 平成１８年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 学生募集 平成１９年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 学生募集 平成２０年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 学生募集 平成２１年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 学生募集 平成２２年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 学生募集 平成２３年度入学試験関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 学生募集 平成１８年度学生募集要項 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 学生募集 平成１９年度学生募集要項 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 学生募集 平成２０年度学生募集要項 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 学生募集 平成２１年度学生募集要項 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 学生募集 平成２２年度学生募集要項 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 学生募集 平成２３年度学生募集要項 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成６年度休学関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成７年度休学関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成８年度休学関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成９年度休学関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１０年度休学関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１１年度休学関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１２年度休学関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１３年度休学関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１４年度休学関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１５年度休学関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１６年度休学関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１７年度休学関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１８年度休学関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2007年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１９年度休学関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２０年度休学関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２１年度休学関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２２年度休学関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２３年度休学関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成６年度復学関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成７年度復学関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成８年度復学関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成９年度復学関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１０年度復学関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１１年度復学関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１２年度復学関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１３年度復学関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１４年度復学関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１５年度復学関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１６年度復学関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１７年度復学関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１８年度復学関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１９年度復学関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２０年度復学関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２１年度復学関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２２年度復学関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２３年度復学関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成６年度退学関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成７年度退学関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成８年度退学関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成９年度退学関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１０年度退学関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１１年度退学関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１２年度退学関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１３年度退学関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１４年度退学関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１５年度退学関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１６年度退学関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１７年度退学関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１８年度退学関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１９年度退学関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２０年度退学関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２１年度退学関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２２年度退学関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２３年度退学関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成１２年度除籍関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２１年度除籍関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２２年度除籍関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 学生身分変更 平成２３年度除籍関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1992年度 学務（大学院） 学籍・論文 学籍簿 人文学部学務係 1993/4/1 常用 － 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成６年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成７年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成８年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成９年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１０年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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1999年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１１年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１２年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１３年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１４年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１５年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１６年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１７年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１８年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１９年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成２０年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成２１年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成２２年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成２３年度学位論文審査関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成６年度修了判定資料 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成７年度修了判定資料 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成８年度修了判定資料 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成９年度修了判定資料 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１０年度修了判定資料 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１１年度修了判定資料 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１２年度修了判定資料 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１３年度修了判定資料 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１４年度修了判定資料 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１５年度修了判定資料 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１６年度修了判定資料 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１７年度修了判定資料 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１８年度修了判定資料 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成１９年度修了判定資料 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成２０年度修了判定資料 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成２１年度修了判定資料 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成２２年度修了判定資料 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 学籍・論文 平成２３年度修了判定資料 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務（大学院） 非正規生等 平成６年度研究生関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務（大学院） 非正規生等 平成７年度研究生関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務（大学院） 非正規生等 平成８年度研究生関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務（大学院） 非正規生等 平成９年度研究生関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１０年度研究生関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１１年度研究生関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１２年度研究生関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１３年度研究生関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１４年度研究生関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１５年度研究生関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１６年度研究生関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１７年度研究生関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１８年度研究生関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１９年度研究生関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２０年度研究生関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２１年度研究生関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２２年度研究生関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２３年度研究生関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務（大学院） 非正規生等 平成６年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務（大学院） 非正規生等 平成７年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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1996年度 学務（大学院） 非正規生等 平成８年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務（大学院） 非正規生等 平成９年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１０年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１１年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１２年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１３年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１４年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１５年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１６年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１７年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１８年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１９年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２０年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２１年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２２年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２３年度科目等履修生関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務（大学院） 非正規生等 平成６年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務（大学院） 非正規生等 平成７年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務（大学院） 非正規生等 平成８年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務（大学院） 非正規生等 平成９年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１０年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１１年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１２年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１３年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１４年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１５年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１６年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１７年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１８年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 非正規生等 平成１９年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２０年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２１年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２２年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 非正規生等 平成２３年度特別聴講学生関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 授業履修 平成１８年度履修の手引 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 授業履修 平成１９年度履修の手引 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 授業履修 平成２０年度履修の手引 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 授業履修 平成２１年度履修の手引 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 授業履修 平成２２年度履修の手引 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 授業履修 平成２３年度履修の手引 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 授業履修 平成１８年度授業時間割 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 授業履修 平成１９年度授業時間割 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 授業履修 平成２０年度授業時間割 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 授業履修 平成２１年度授業時間割 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 授業履修 平成２２年度授業時間割 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 授業履修 平成２３年度授業時間割 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 授業履修 平成１８年度シラバス 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 授業履修 平成１９年度シラバス 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 授業履修 平成２０年度シラバス 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 授業履修 平成２１年度シラバス 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 授業履修 平成２２年度シラバス 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2011年度 学務（大学院） 授業履修 平成２３年度シラバス 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 統計・調査 平成１８年度大学院統計・調査関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 統計・調査 平成１９年度大学院統計・調査関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 統計・調査 平成２０年度大学院統計・調査関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 統計・調査 平成２１年度大学院統計・調査関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 統計・調査 平成２２年度大学院統計・調査関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 統計・調査 平成２３年度大学院統計・調査関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1993年度 学務（大学院） 教員免許状 平成５年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1994年度 学務（大学院） 教員免許状 平成６年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1995年度 学務（大学院） 教員免許状 平成７年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1996年度 学務（大学院） 教員免許状 平成８年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1997年度 学務（大学院） 教員免許状 平成９年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1998年度 学務（大学院） 教員免許状 平成１０年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1999年度 学務（大学院） 教員免許状 平成１１年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2000年度 学務（大学院） 教員免許状 平成１２年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 教員免許状 平成１３年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） 教員免許状 平成１４年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 教員免許状 平成１５年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 教員免許状 平成１６年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 教員免許状 平成１７年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 教員免許状 平成１８年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 教員免許状 平成１９年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 教員免許状 平成２０年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 教員免許状 平成２１年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 教員免許状 平成２２年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 教員免許状 平成２３年度専修教員免許状関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 入学料免除 平成１８年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 入学料免除 平成１９年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 入学料免除 平成２０年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 入学料免除 平成２１年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 入学料免除 平成２２年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 入学料免除 平成２３年度入学料免除関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 授業料免除 平成１８年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 授業料免除 平成１９年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 授業料免除 平成２０年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 授業料免除 平成２１年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 授業料免除 平成２２年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 授業料免除 平成２３年度授業料免除関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成１８年度育英会関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成１９年度育英会関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成２０年度育英会関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成２１年度育英会関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成２２年度育英会関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成２３年度育英会関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成１８年度その他の奨学金関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成１９年度その他の奨学金関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成２０年度その他の奨学金関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成２１年度その他の奨学金関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成２２年度その他の奨学金関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） その他の奨学金 平成２３年度その他の奨学金関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 留学生 平成１３年度留学生名簿 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2002年度 学務（大学院） 留学生 平成１４年度留学生名簿 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 留学生 平成１５年度留学生名簿 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 留学生 平成１６年度留学生名簿 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 留学生 平成１７年度留学生名簿 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 留学生 平成１８年度留学生名簿 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 留学生 平成１９年度留学生名簿 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 留学生 平成２０年度留学生名簿 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 留学生 平成２１年度留学生名簿 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 留学生 平成２２年度留学生名簿 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 留学生 平成２３年度留学生名簿 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 留学生 平成１３年度留学生個人調書 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） 留学生 平成１４年度留学生個人調書 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 留学生 平成１５年度留学生個人調書 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 留学生 平成１６年度留学生個人調書 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 留学生 平成１７年度留学生個人調書 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 留学生 平成１８年度留学生個人調書 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 留学生 平成１９年度留学生個人調書 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 留学生 平成２０年度留学生個人調書 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 留学生 平成２１年度留学生個人調書 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 留学生 平成２２年度留学生個人調書 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 留学生 平成２３年度留学生個人調書 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 留学生 平成１８年度特別聴講学生（短期留学推進制度含む）関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 留学生 平成１９年度特別聴講学生（短期留学推進制度含む）関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 留学生 平成２０年度特別聴講学生（短期留学推進制度含む）関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 留学生 平成２１年度特別聴講学生（短期留学推進制度含む）関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 留学生 平成２２年度特別聴講学生（短期留学推進制度含む）関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 留学生 平成２３年度特別聴講学生（短期留学推進制度含む）関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 留学生 平成１８年度留学生関係書類 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 留学生 平成１９年度留学生関係書類 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 留学生 平成２０年度留学生関係書類 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 留学生 平成２１年度留学生関係書類 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 留学生 平成２２年度留学生関係書類 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 留学生 平成２３年度留学生関係書類 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 就職・進学 平成１８年度個人別進路先一覧 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 就職・進学 平成１９年度個人別進路先一覧 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 就職・進学 平成２０年度個人別進路先一覧 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 就職・進学 平成２１年度個人別進路先一覧 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 就職・進学 平成２２年度個人別進路先一覧 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 就職・進学 平成２３年度個人別進路先一覧 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 就職・進学 平成１８年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） 就職・進学 平成１９年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 就職・進学 平成２０年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 就職・進学 平成２１年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 就職・進学 平成２２年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 就職・進学 平成２３年度各種就職状況統計一覧 人文学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） 住　所 平成１３年度学生名簿 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） 住　所 平成１４年度学生名簿 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） 住　所 平成１５年度学生名簿 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） 住　所 平成１６年度学生名簿 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） 住　所 平成１７年度学生名簿 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） 住　所 平成１８年度学生名簿 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
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2007年度 学務（大学院） 住　所 平成１９年度学生名簿 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 住　所 平成２０年度学生名簿 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 住　所 平成２１年度学生名簿 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 住　所 平成２２年度学生名簿 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 住　所 平成２３年度学生名簿 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） 住　所 平成２０年度住所届 人文学部学務係 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） 住　所 平成２１年度住所届 人文学部学務係 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） 住　所 平成２２年度住所届 人文学部学務係 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） 住　所 平成２３年度住所届 人文学部学務係 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） その他 平成１３年度学生調書 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） その他 平成１４年度学生調書 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） その他 平成１５年度学生調書 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） その他 平成１６年度学生調書 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） その他 平成１７年度学生調書 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） その他 平成１８年度学生調書 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） その他 平成１９年度学生調書 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） その他 平成２０年度学生調書 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） その他 平成２１年度学生調書 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） その他 平成２２年度学生調書 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） その他 平成２３年度学生調書 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2001年度 学務（大学院） その他 平成１３年度誓約書 人文学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2002年度 学務（大学院） その他 平成１４年度誓約書 人文学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2003年度 学務（大学院） その他 平成１５年度誓約書 人文学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2004年度 学務（大学院） その他 平成１６年度誓約書 人文学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2005年度 学務（大学院） その他 平成１７年度誓約書 人文学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2006年度 学務（大学院） その他 平成１８年度誓約書 人文学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2007年度 学務（大学院） その他 平成１９年度誓約書 人文学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2008年度 学務（大学院） その他 平成２０年度誓約書 人文学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2009年度 学務（大学院） その他 平成２１年度誓約書 人文学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2010年度 学務（大学院） その他 平成２２年度誓約書 人文学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
2011年度 学務（大学院） その他 平成２３年度誓約書 人文学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 人文学部事務長 廃棄
1989年度 総務 設置・資格関係 設置関係書類 教育学部総務担当 1990/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 総務 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善等に係る検討状況 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善等に係る検討状況関係書類 教育学部総務担当 1996/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1950年度 総務 会議等 教授会 教育学部総務担当 1951/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 総務 会議等 研究科委員会 教育学部総務担当 1990/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 会議等 平成13年度学部全国・地区会議 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 会議等 平成14年度学部全国・地区会議 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 平成15年度学部全国・地区会議 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 会議等 平成16年度学部全国・地区会議 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 会議等 平成17年度学部全国・地区会議 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 会議等 平成18年度学部全国・地区会議 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 会議等 平成19年度学部全国・地区会議 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 会議等 平成20年度学部全国・地区会議 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 会議等 平成21年度学部全国・地区会議 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 会議等 平成22年度学部全国・地区会議 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 会議等 平成23年度学部全国・地区会議 教育学部総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度学部運営委員会 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度学部運営委員会 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度学部運営委員会 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成16年度学部運営委員会 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成17年度学部運営委員会 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2006年度 総務 各種委員会等 平成18年度学部運営委員会 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成19年度学部運営委員会 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成20年度学部運営委員会 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成21年度学部運営委員会 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成22年度学部運営委員会 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成23年度学部運営委員会 教育学部総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度教員資格審査委員会 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度教員資格審査委員会 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度教員資格審査委員会 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度人事委員会 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度人事委員会 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度人事委員会 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成16年度人事委員会 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成17年度人事委員会 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成18年度人事委員会 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成19年度人事委員会 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成20年度人事委員会 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成21年度人事委員会 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成22年度人事委員会 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成23年度人事委員会 教育学部総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度外部評価委員会 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度外部評価委員会 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度外部評価委員会 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成16年度外部評価委員会 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成17年度外部評価委員会 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成18年度外部評価委員会 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成19年度外部評価委員会 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成20年度外部評価委員会 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成21年度外部評価委員会 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成23年度外部評価委員会 教育学部総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 公開講座 平成18年度公開講座関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 旅行発令等 平成18年度出張関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 旅行発令等 平成19年度出張関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 旅行発令等 平成20年度出張関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 旅行発令等 平成21年度出張関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 旅行発令等 平成22年度出張関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 旅行発令等 平成23年度出張関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 海外渡航 平成18年度外国出張関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 海外渡航 平成19年度外国出張関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 海外渡航 平成20年度外国出張関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 海外渡航 平成21年度外国出張関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 海外渡航 平成22年度外国出張関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 海外渡航 平成23年度外国出張関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 海外渡航 平成18年度海外研修関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 海外渡航 平成19年度海外研修関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 海外渡航 平成20年度海外研修関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 海外渡航 平成21年度海外研修関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 海外渡航 平成22年度海外研修関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 海外渡航 平成23年度海外研修関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成18年出勤簿 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成18年休暇簿 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2007年度 総務 服務・勤務時間 平成19年休暇簿 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成20年休暇簿 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成21年休暇簿 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成22年休暇簿 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成23年休暇簿 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成18年度超過勤務命令簿 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成19年度超過勤務命令簿 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成20年度超過勤務命令簿 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成21年度超過勤務命令簿 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成22年度超過勤務命令簿 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成23年度超過勤務命令簿 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成18年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成19年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成20年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成21年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成22年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成23年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成22年度勤務時間割振簿 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成23年度勤務時間割振簿 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成18年度研修願 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成19年度研修願 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成20年度研修願 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成21年度研修願 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成22年度研修願 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成23年度研修願 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の研修 平成18年度職員の研修関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 職員の研修 平成19年度職員の研修関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 職員の研修 平成20年度職員の研修関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 職員の研修 平成21年度職員の研修関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 職員の研修 平成22年度職員の研修関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の研修 平成23年度職員の研修関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の併任・兼業 平成18年度兼業関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 職員の併任・兼業 平成19年度兼業関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 職員の併任・兼業 平成20年度兼業関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 職員の併任・兼業 平成21年度兼業関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 職員の併任・兼業 平成22年度兼業関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の併任・兼業 平成23年度兼業関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 学部等の名称使用 平成18年度使用申請関係 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 学部等の名称使用 平成19年度使用申請関係 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 学部等の名称使用 平成20年度使用申請関係 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 学部等の名称使用 平成21年度使用申請関係 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 学部等の名称使用 平成22年度使用申請関係 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 学部等の名称使用 平成23年度使用申請関係 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 総務 選挙 平成4年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 選挙 平成6年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 総務 選挙 平成8年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 総務 選挙 平成10年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 総務 選挙 平成12年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 選挙 平成13年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 選挙 平成14年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 選挙 平成15年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2004年度 総務 選挙 平成16年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 選挙 平成18年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 選挙 平成20年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 選挙 平成22年度学部長候補者選挙 教育学部総務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 公印 平成18年度公印使用簿 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 公印 平成19年度公印使用簿 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 公印 平成20年度公印使用簿 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 公印 平成21年度公印使用簿 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 公印 平成22年度公印使用簿 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 公印 平成23年度公印使用簿 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1987年度 総務 公印 公印作成・改刻・廃止関係書類 教育学部総務担当 1988/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 文書接受等 平成18年度郵便物発送簿 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 文書接受等 平成19年度郵便物発送簿 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 文書接受等 平成20年度郵便物発送簿 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 文書接受等 平成21年度郵便物発送簿 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 文書接受等 平成22年度郵便物発送簿 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 文書接受等 平成23年度郵便物発送簿 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 文書接受等 平成18年度郵便料金計器計示額報告書（控） 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 文書接受等 平成19年度郵便料金計器計示額報告書（控） 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 文書接受等 平成20年度郵便料金計器計示額報告書（控） 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 文書接受等 平成21年度郵便料金計器計示額報告書（控） 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 文書接受等 平成22年度郵便料金計器計示額報告書（控） 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 文書接受等 平成23年度郵便料金計器計示額報告書（控） 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 自己点検・評価 平成18年度教育学部自己点検・評価報告書 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 自己点検・評価 平成18年度教育学部外部評価報告書 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 自己点検・評価 平成19年度教育学部外部評価報告書 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 自己点検・評価 平成20年度教育学部外部評価報告書 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 自己点検・評価 平成21年度教育学部外部評価報告書 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 自己点検・評価 平成23年度教育学部外部評価報告書 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 総務 広報 教育学部・大学院教育学研究科概要（保存用） 教育学部総務担当 1992/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1980年度 総務 教員の研究活動 教育学部研究紀要（保存用） 教育学部総務担当 1981/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 教員の研究活動 平成18年度教育学部研究紀要 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 教員の研究活動 平成19年度教育学部研究紀要 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 教員の研究活動 平成20年度教育学部研究紀要 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 教員の研究活動 平成21年度教育学部研究紀要 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 教員の研究活動 平成22年度教育学部研究紀要 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 教員の研究活動 平成23年度教育学部研究紀要 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 各種講習会 平成17年度社会教育主事講習 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種講習会 平成21年度社会教育主事講習 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 調査・統計 平成13年度科学技術統計調査 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 調査・統計 平成14年度科学技術統計調査 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 調査・統計 平成15年度科学技術統計調査 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 調査・統計 平成16年度科学技術統計調査 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 調査・統計 平成17年度科学技術統計調査 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 調査・統計 平成18年度科学技術統計調査 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 調査・統計 平成19年度科学技術統計調査 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 調査・統計 平成20年度科学技術統計調査 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 調査・統計 平成21年度科学技術統計調査 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 調査・統計 平成22年度科学技術統計調査 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 調査・統計 平成23年度科学技術統計調査 教育学部総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 調査・統計 平成18年度調査関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2007年度 総務 調査・統計 平成19年度調査関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 調査・統計 平成20年度調査関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 調査・統計 平成21年度調査関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 調査・統計 平成22年度調査関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 調査・統計 平成23年度調査関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1981年度 総務 任免 昭和56年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1983年度 総務 任免 昭和58年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1984年度 総務 任免 昭和59年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1985年度 総務 任免 昭和60年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1986年度 総務 任免 昭和61年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和62年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1988年度 総務 任免 昭和63年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成2年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成3年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成4年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成5年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成6年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成7年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成8年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成9年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成10年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成11年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成12年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成15年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度任免関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度採用・昇進関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成18年度採用・昇進関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成19年度採用・昇進関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度採用・昇進関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度採用・昇進関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成22年度採用・昇進関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成23年度採用・昇進関係書類（定員内職員） 教育学部総務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度任免関係書類（非常勤職員） 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度任免関係書類（非常勤職員） 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成15年度任免関係書類（非常勤職員） 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度任免関係書類（非常勤職員） 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度採用関係書類（非常勤職員） 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成18年度非常勤職員関係 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成19年度非常勤職員関係 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度非常勤職員関係 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度非常勤職員関係 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成22年度非常勤職員関係 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成23年度非常勤職員関係 教育学部総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度非常勤講師関係 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度非常勤講師関係 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成15年度非常勤講師関係 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度非常勤講師関係 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度非常勤講師関係 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2006年度 総務 任免 平成18年度非常勤講師関係 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成19年度非常勤講師関係 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度非常勤講師関係 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度非常勤講師関係 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成22年度非常勤講師関係 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成23年度非常勤講師関係 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1981年度 総務 任免 昭和56年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1982年度 総務 任免 昭和57年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1983年度 総務 任免 昭和58年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1984年度 総務 任免 昭和59年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1985年度 総務 任免 昭和60年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1986年度 総務 任免 昭和61年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和62年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1988年度 総務 任免 昭和63年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成2年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成3年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成4年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成5年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成6年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成7年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成8年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成9年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成10年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成11年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成12年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成15年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成18年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成19年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成22年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成23年度外国人教師関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度定員現員表 教育学部総務担当 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成2年度定員現員表 教育学部総務担当 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成3年度定員現員表 教育学部総務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成4年度定員現員表 教育学部総務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成5年度定員現員表 教育学部総務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成6年度定員現員表 教育学部総務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成7年度定員現員表 教育学部総務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成8年度定員現員表 教育学部総務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成9年度定員現員表 教育学部総務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成10年度定員現員表 教育学部総務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成11年度定員現員表 教育学部総務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成12年度定員現員表 教育学部総務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度定員現員表 教育学部総務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度定員現員表 教育学部総務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2003年度 総務 任免 平成15年度定員現員表 教育学部総務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度定員現員表 教育学部総務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度定員現員表 教育学部総務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成18年度定員現員表 教育学部総務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成19年度定員現員表 教育学部総務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度定員現員表 教育学部総務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度定員現員表 教育学部総務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成22年度定員現員表 教育学部総務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成23年度定員現員表 教育学部総務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成15年度Ｔ・Ａ関係書類 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度Ｔ・Ａ関係書類 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度Ｔ・Ａ関係書類 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成18年度Ｔ・Ａ関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成19年度Ｔ・Ａ関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度Ｔ・Ａ関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度Ｔ・Ａ関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成22年度Ｔ・Ａ関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成23年度Ｔ・Ａ関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 給与 平成13年度給与関係書類 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 給与 平成14年度給与関係書類 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 給与 平成15年度給与関係書類 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 給与 平成16年度給与関係書類 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 給与 平成17年度給与関係書類 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 給与 平成18年度給与関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 給与 平成19年度給与関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 給与 平成20年度給与関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 給与 平成21年度給与関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 給与 平成22年度給与関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 給与 平成23年度給与関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 給与 平成16年度本給の調整額関係書類 教育学部総務担当 2005/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 給与 平成17年度本給の調整額関係書類 教育学部総務担当 2006/4/1 要件喪失から5年 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1981年度 総務 栄典・表彰 昭和56年度表彰関係書類 教育学部総務担当 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1982年度 総務 栄典・表彰 昭和57年度表彰関係書類 教育学部総務担当 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 栄典・表彰 平成15年度表彰関係書類 教育学部総務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 栄典・表彰 平成16年度表彰関係書類 教育学部総務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 栄典・表彰 平成17年度表彰関係書類 教育学部総務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 栄典・表彰 平成18年度表彰関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 栄典・表彰 平成19年度表彰関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 栄典・表彰 平成20年度表彰関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 栄典・表彰 平成21年度表彰関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 栄典・表彰 平成22年度表彰関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 栄典・表彰 平成23年度表彰関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 総務 職員の安全管理 平成5年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 職員の安全管理 平成6年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 総務 職員の安全管理 平成7年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 総務 職員の安全管理 平成8年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1997年度 総務 職員の安全管理 平成9年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 総務 職員の安全管理 平成10年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 総務 職員の安全管理 平成11年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 総務 職員の安全管理 平成12年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 職員の安全管理 平成13年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2002年度 総務 職員の安全管理 平成14年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 職員の安全管理 平成15年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 職員の安全管理 平成16年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 職員の安全管理 平成17年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の安全管理 平成18年度安全管理関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1981年度 総務 名誉教授 昭和56年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1982年度 総務 名誉教授 昭和57年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1983年度 総務 名誉教授 昭和58年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1984年度 総務 名誉教授 昭和59年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1985年度 総務 名誉教授 昭和60年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1986年度 総務 名誉教授 昭和61年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1987年度 総務 名誉教授 昭和62年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1988年度 総務 名誉教授 昭和63年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 総務 名誉教授 平成元年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1990年度 総務 名誉教授 平成2年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 総務 名誉教授 平成3年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 総務 名誉教授 平成4年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 総務 名誉教授 平成5年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 名誉教授 平成6年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 総務 名誉教授 平成7年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 総務 名誉教授 平成8年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1997年度 総務 名誉教授 平成9年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 総務 名誉教授 平成10年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 総務 名誉教授 平成11年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 総務 名誉教授 平成12年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 名誉教授 平成13年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 名誉教授 平成14年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 名誉教授 平成15年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 名誉教授 平成16年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 名誉教授 平成17年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 名誉教授 平成18年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 名誉教授 平成19年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 名誉教授 平成20年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 名誉教授 平成21年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 名誉教授 平成22年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 名誉教授 平成23年度名誉教授関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1969年度 総務 学位記 学位記台帳 教育学部総務担当 1970/4/1 30年 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 共同利用 平成18年度共同利用関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各省庁出資金制度 平成18年度他省庁補助金関係 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 各種研究助成 平成18年度研究助成関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 各種研究助成 平成19年度研究助成関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 各種研究助成 平成20年度研究助成関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 各種研究助成 平成21年度研究助成関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 各種研究助成 平成22年度研究助成関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 各種研究助成 平成23年度研究助成関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 学術・研究 平成18年度科学研究費補助金関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 学術・研究 平成19年度科学研究費補助金関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 学術・研究 平成20年度科学研究費補助金関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 学術・研究 平成21年度科学研究費補助金関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 学術・研究 平成22年度科学研究費補助金関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 学術・研究 平成23年度科学研究費補助金関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2006年度 総務 学術・研究 平成18年度外国人研究者受入れ関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 学術・研究 平成19年度外国人研究者受入れ関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 学術・研究 平成20年度外国人研究者受入れ関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 学術・研究 平成21年度外国人研究者受入れ関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 学術・研究 平成22年度外国人研究者受入れ関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 総務 公用車運転登録 公用車運転登録関係書類 教育学部総務担当 2001/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 施設利用 平成18年度講堂利用関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 施設利用 平成19年度講堂利用関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 施設利用 平成20年度講堂利用関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 施設利用 平成21年度講堂利用関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 施設利用 平成22年度講堂利用関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 施設利用 平成23年度講堂利用関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 組換えDNA実験関係 平成18年度組換えＤＮＡ実験関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 組換えDNA実験関係 平成23年度組換えＤＮＡ実験関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 高周波利用設備 高周波利用設備設置関係 教育学部総務担当 2006/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 知的財産 平成18年度知的財産関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 知的財産 平成19年度知的財産関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 個人情報 平成18年度個人情報保護法関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 個人情報 平成19年度個人情報保護法関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 個人情報 平成20年度個人情報保護法関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 個人情報 平成21年度個人情報保護法関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 個人情報 平成22年度個人情報保護法関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 個人情報 平成23年度個人情報保護法関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 監守 平成13年度国有財産監守計画 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 監守 平成14年度国有財産監守計画 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 監守 平成15年度国有財産監守計画 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 監守 平成16年度国有財産監守計画 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 監守 平成17年度国有財産監守計画 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 監守 平成13年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 監守 平成14年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 監守 平成15年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 監守 平成16年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 監守 平成17年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 監守 平成18年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 監守 平成19年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 監守 平成20年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 監守 平成21年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 監守 平成22年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 監守 平成23年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 資産一時使用等 平成18年度資産使用申込書 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 資産一時使用等 平成19年度資産使用申込書 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 資産一時使用等 平成20年度資産使用申込書 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 資産一時使用等 平成21年度資産使用申込書 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 資産一時使用等 平成22年度資産使用申込書 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 資産一時使用等 平成23年度資産使用申込書 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成13年度防火管理者選出・解任書 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成14年度防火管理者選出・解任書 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成15年度防火管理者選出・解任書 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 防火管理、消防 平成16年度防火管理者選出・解任書 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 防火管理、消防 平成17年度防火管理者選出・解任書 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 防火管理、消防 平成18年度防火管理者選出・解任書 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2007年度 総務 防火管理、消防 平成19年度防火管理者選出・解任書 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 防火管理、消防 平成20年度防火管理者選出・解任書 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 防火管理、消防 平成21年度防火管理者選出・解任書 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成13年度防火隊編成一覧表 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成14年度防火隊編成一覧表 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成15年度防火隊編成一覧表 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 防火管理、消防 平成16年度防火隊編成一覧表 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 防火管理、消防 平成17年度防火隊編成一覧表 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 防火管理、消防 平成18年度防火隊編成一覧表 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 防火管理、消防 平成19年度防火隊編成一覧表 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 防火管理、消防 平成20年度防火隊編成一覧表 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 防火管理、消防 平成21年度防火隊編成一覧表 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成13年度消防計画書 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成14年度消防計画書 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成15年度消防計画書 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 防火管理、消防 平成16年度資産管理関係 教育学部総務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 総務 防火管理、消防 平成17年度資産管理関係 教育学部総務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 防火管理、消防 平成18年度資産管理関係 教育学部総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 防火管理、消防 平成19年度資産管理関係 教育学部総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 防火管理、消防 平成20年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 防火管理、消防 平成21年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 防火管理、消防 平成22年度防災関係 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 防火管理、消防 平成23年度防災関係 教育学部総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成13年度消防設備点検結果報告書 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成14年度消防設備点検結果報告書 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成15年度消防設備点検結果報告書 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 総務 消防署立入検査 平成13年度消防署立入検査関係資料 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 消防署立入検査 平成14年度消防署立入検査関係資料 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 消防署立入検査 平成15年度消防署立入検査関係資料 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 予算要求 平成18年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 予算要求 平成19年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 予算要求 平成20年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 予算要求 平成21年度財務・資産・施設関係 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 予算要求 平成22年度各種経費要求書 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 予算要求 平成23年度各種経費要求書 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 概算要求 平成14年度歳出概算要求書及び同附属資料 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 概算要求 平成15年度歳出概算要求書及び同附属資料 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 概算要求 平成16年度歳出概算要求書及び同附属資料 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 総務 概算要求 平成14年度基準概算関係資料 教育学部総務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 総務 概算要求 平成15年度基準概算関係資料 教育学部総務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 概算要求 平成16年度基準概算関係資料 教育学部総務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 概算要求 平成22年度基準概算関係資料 教育学部総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 支出 平成18年度債主登録データシート 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 支出 平成19年度債主登録データシート 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 支出 平成20年度債主登録データシート 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 支出 平成21年度債主登録データシート 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 支出 平成22年度債主登録データシート 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 支出 平成23年度債主登録データシート 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 謝金 平成18年度謝金支給調書 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 謝金 平成19年度謝金支給調書 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 謝金 平成20年度謝金支給調書 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2009年度 総務 謝金 平成21年度謝金支給調書 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 謝金 平成22年度謝金支給調書 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 給与支給 平成18年度賃金支給調書 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 給与支給 平成19年度賃金支給調書 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 給与支給 平成20年度賃金支給調書 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 給与支給 平成21年度賃金支給調書 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 給与支給 平成22年度賃金支給調書 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 給与支給 平成23年度賃金支給調書 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 給与支給 平成18年度給与関係データシート 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 給与支給 平成19年度給与関係データシート 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 給与支給 平成20年度給与関係データシート 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 給与支給 平成21年度給与関係データシート 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 給与支給 平成22年度給与関係データシート 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 給与支給 平成23年度給与関係データシート 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 給与支給 平成18年度基準給与簿 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 給与支給 平成19年度基準給与簿 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 給与支給 平成20年度基準給与簿 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 給与支給 平成21年度基準給与簿 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 給与支給 平成22年度基準給与簿 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 給与支給 平成23年度基準給与簿 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 所得税・住民税 平成18年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成19年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成20年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成21年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成22年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 所得税・住民税 平成23年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 所得税・住民税 平成18年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成19年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成20年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成21年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成22年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 所得税・住民税 平成23年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 所得税・住民税 平成18年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成19年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成20年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成21年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成22年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 所得税・住民税 平成23年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 公用車等運行 平成18年度タクシーチケット関係書類 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 公用車等運行 平成19年度タクシーチケット関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 公用車等運行 平成20年度タクシーチケット関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 公用車等運行 平成21年度タクシーチケット関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 公用車等運行 平成22年度タクシーチケット関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 公用車等運行 平成23年度タクシーチケット関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 物品管理 物品供用簿 教育学部総務担当 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 物品管理 物品使用簿 教育学部総務担当 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 物品 物品管理簿 教育学部総務担当 1995/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 物品 物品出納簿 教育学部総務担当 1995/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 物品 物品供用簿 教育学部総務担当 1995/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 総務 物品 物品使用簿 教育学部総務担当 1995/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 総務 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 教育学部総務担当 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2006年度 総務 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 総務 資産（物品）管理 平成18年度物品供用換承認申請書 教育学部総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 資産（物品）管理 平成19年度物品供用換承認申請書 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 資産（物品）管理 平成20年度物品供用換承認申請書 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 資産（物品）管理 平成21年度物品供用換承認申請書 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 資産（物品）管理 平成22年度物品供用換承認申請書 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 資産（物品）管理 平成23年度物品供用換承認申請書 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1964年度 総務 規程 教育学部規則集 教育学部総務担当 1965/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 総務 規程 学内規程等関係書類 教育学部総務担当 1990/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 総務 外国の大学等との学術交流 学部間協定関係書類及び国際交流状況 教育学部総務担当 1993/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 総務 評価 平成19年度教員個人評価関係書類 教育学部総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 総務 評価 平成20年度教員個人評価関係書類 教育学部総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 総務 評価 平成21年度教員個人評価関係書類 教育学部総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 評価 平成22年度教員個人評価関係書類 教育学部総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 評価 平成23年度教員個人評価関係書類 教育学部総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 総務 国際規制物質管理報告 平成22年度核燃料物質管理報告 教育学部総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 総務 国際規制物質管理報告 平成23年度核燃料物質管理報告 教育学部総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2010年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 学籍異動(休･復･退･除)関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄

学務 課程認定 課程認定関係書類 教育学部学務担当 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 卒業論文題目等書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 卒業論文題目等書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 卒業論文題目等書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 卒業論文題目等書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 卒　業 卒業論文題目等書類 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 卒業論文題目等書類 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄

学務 債権 債権関係書類 教育学部学務担当 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 集中講義 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 集中講義 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 集中講義 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 集中講義 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 集中講義 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 集中講義 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 シラバス 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 シラバス 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 シラバス 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 シラバス 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 シラバス 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 シラバス 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 大学院入試関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 大学院入試関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 大学院入試関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 大学院入試関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 大学院入試関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 大学院入試関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 特専入試関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 特専入試関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 特専入試関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 特専入試関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 特専入試関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 特専入試関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2008年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生等 非正規生関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 介護等体験 介護等体験関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 介護等体験 介護等体験関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 介護等体験 介護等体験関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 介護等体験 介護等体験関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 介護等体験 介護等体験関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 介護等体験 介護等体験関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 介護等体験実施委員会 教育学部学務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 介護等体験実施委員会 教育学部学務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 介護等体験実施委員会 教育学部学務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 介護等体験実施委員会 教育学部学務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 介護等体験実施委員会 教育学部学務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 介護等体験実施委員会 教育学部学務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 各種委員会等 介護等体験実施委員会 教育学部学務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 介護等体験実施委員会 教育学部学務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 介護等体験実施委員会 教育学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 介護等体験実施委員会 教育学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 介護等体験実施委員会 教育学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 統計・調査 各種統計・調査関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 統計・調査 各種統計・調査関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 統計・調査 各種統計・調査関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 統計・調査 各種統計・調査関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 統計・調査 各種統計・調査関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 統計・調査 各種統計・調査関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1986年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1987年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1988年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1990年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2010年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 学位授与申請関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1990年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1997年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学籍・論文 学位論文関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 各種講習 学校図書館司書教諭講習関係書類 教育学部学務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 各種講習 学校図書館司書教諭講習関係書類 教育学部学務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 各種講習 学校図書館司書教諭講習関係書類 教育学部学務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 各種講習 学校図書館司書教諭講習関係書類 教育学部学務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 各種講習 学校図書館司書教諭講習関係書類 教育学部学務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 各種講習 学校図書館司書教諭講習関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 各種講習 学校図書館司書教諭講習関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 各種講習 学校図書館司書教諭講習関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 各種講習 学校図書館司書教諭講習関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 各種講習 学校図書館司書教諭講習関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 各種講習 学校図書館司書教諭講習関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生情報 学生調書関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 学生情報 学生名簿 教育学部学務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 学生情報 学生名簿 教育学部学務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 学生情報 学生名簿 教育学部学務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2004年度 学務 学生情報 学生名簿 教育学部学務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 学生情報 学生名簿 教育学部学務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生情報 学生名簿 教育学部学務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生情報 学生名簿 教育学部学務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生情報 学生名簿 教育学部学務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生情報 学生名簿 教育学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生情報 学生名簿 教育学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 学生情報 学生名簿 教育学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 学務 学籍簿 学籍簿 教育学部学務担当 1990/4/1 常用 － 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 既修得単位認定 既修得単位認定関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 既修得単位認定 既修得単位認定関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 既修得単位認定 既修得単位認定関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 既修得単位認定 既修得単位認定関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 既修得単位認定 既修得単位認定関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 既修得単位認定 既修得単位認定関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 教育・研究委員会 教育学部学務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 教育・研究委員会 教育学部学務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 教育・研究委員会 教育学部学務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 教育実習 教育実習関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 教育実習 教育実習関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 教育実習 教育実習関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 教育実習 教育実習関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 教育実習 教育実習関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 教育実習 教育実習関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 教育実習実施委員会 教育学部学務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 教育実習実施委員会 教育学部学務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 教育実習実施委員会 教育学部学務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 教育実習実施委員会 教育学部学務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 教育実習実施委員会 教育学部学務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 教育実習実施委員会 教育学部学務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 各種委員会等 教育実習実施委員会 教育学部学務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 教育実習実施委員会 教育学部学務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 教育実習実施委員会 教育学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 教育実習実施委員会 教育学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 教育実習委員会（教育実習実施委員会より名称変更） 教育学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 教育職員免許状取得等の手引 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 教育職員免許状取得等の手引 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 教育職員免許状取得等の手引 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 教育職員免許状取得等の手引 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 教育職員免許状取得等の手引 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 教育職員免許状取得等の手引 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1987年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1988年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1990年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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1997年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 教員免許状 教員免許状関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 教務委員会 教育学部学務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 教務委員会 教育学部学務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 教務委員会 教育学部学務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 教務委員会 教育学部学務担当 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 教務委員会 教育学部学務担当 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 教務委員会 教育学部学務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 各種委員会等 教務委員会 教育学部学務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 教務委員会 教育学部学務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 教務委員会 教育学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 教務委員会 教育学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 教務委員会 教育学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 合宿指導 合宿指導関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 合宿指導 合宿指導関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 合宿指導 合宿指導関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 合宿指導 合宿指導関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 合宿指導 合宿指導関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 合宿指導 合宿指導関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 授業時間割 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 授業時間割 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 授業時間割 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 授業時間割 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 授業時間割 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 授業時間割 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 学生情報 住所関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 学生情報 住所関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 学生情報 住所関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 学生情報 住所関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 学生情報 住所関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 生活科カリキュラム協議会 教育学部学務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 生活科カリキュラム協議会 教育学部学務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 生活科カリキュラム協議会 教育学部学務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1981年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1982年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1983年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1984年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1985年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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1986年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1987年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1988年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1990年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 卒業判定資料 教育学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 他大学・他学部履修関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 他大学・他学部履修関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 他大学・他学部履修関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 他大学・他学部履修関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 他大学・他学部履修関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 他大学・他学部履修関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 追再試験関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 追再試験関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 追再試験関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 追再試験関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 追再試験関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 定期試験関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 定期試験関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 定期試験関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 定期試験関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 定期試験関係書類 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 定期試験関係書類 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 卒業資格履修単位一覧 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 卒業資格履修単位一覧 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 卒業資格履修単位一覧 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 卒業資格履修単位一覧 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 卒業資格履修単位一覧 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 卒業資格履修単位一覧 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 インターンシップ インターンシップ関係書類 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 インターンシップ インターンシップ関係書類 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
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2008年度 学務 インターンシップ インターンシップ関係書類 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 インターンシップ インターンシップ関係書類 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1981年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1982年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1983年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1984年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1985年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1986年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1987年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1988年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1989年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1990年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 卒業者名簿 教育学部学務担当 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 入学試験実施委員会 教育学部学務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 入学試験実施委員会 教育学部学務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2001年度 学務 留学生 留学生個人調書 教育学部学務担当 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2002年度 学務 留学生 留学生個人調書 教育学部学務担当 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2003年度 学務 留学生 留学生個人調書 教育学部学務担当 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 留学生 留学生関係 教育学部学務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 留学生 留学生関係 教育学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 留学生 留学生関係 教育学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 留学生 留学生関係 教育学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 就職・進学 就職状況関係 教育学部学務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 就職・進学 就職状況関係 教育学部学務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2008年度 学務 就職・進学 就職状況関係 教育学部学務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2009年度 学務 就職・進学 就職状況関係 教育学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2010年度 学務 就職・進学 就職状況関係 教育学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2011年度 学務 就職・進学 就職状況関係 教育学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室又は倉庫 教育学部事務長 廃棄
2006年度 国語教育講座 国語教育講座 平成18年度卒業論文関係 高橋昌子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 国語科図書室 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 国語教育講座 平成19年度卒業論文関係 高橋昌子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 国語科図書室 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 国語教育講座 平成20年度卒業論文関係 高橋昌子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 国語科図書室 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 国語教育講座 平成21年度卒業論文関係 高橋昌子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 国語科図書室 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 国語教育講座 平成22年度卒業論文関係 高橋昌子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 国語科図書室 教育学部長 廃棄
2006年度 国語教育講座 国語教育講座 平成18年度卒業論文関係 丹保健一 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 国語教育講座 平成19年度卒業論文関係 丹保健一 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 国語教育講座 平成20年度卒業論文関係 丹保健一 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 国語教育講座 平成21年度卒業論文関係 丹保健一 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 国語教育講座 平成22年度卒業論文関係 丹保健一 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 国語教育講座 国語教育講座 平成23年度卒業論文関係 丹保健一 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
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2006年度 国語教育講座 国語教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 丹保健一 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 国語教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 丹保健一 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 国語教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 丹保健一 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 国語教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 丹保健一 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 国語教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 丹保健一 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 国語教育講座 国語教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 丹保健一 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 国語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 国語教育講座 平成19年度学期末・中間試験問題 守田　庸一 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 国語科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 国語教育講座 平成20年度学期末・中間試験問題 守田　庸一 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 国語科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 国語教育講座 平成21年度学期末・中間試験問題 守田　庸一 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 国語科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 国語教育講座 平成22年度学期末・中間試験問題 守田　庸一 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 国語科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 国語教育講座 国語教育講座 平成23年度学期末・中間試験問題 守田　庸一 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 国語科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 国語教育講座 国語教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 松本昭彦 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 国語科資料室 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 国語教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 松本昭彦 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 国語科資料室 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 国語教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 松本昭彦 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 国語科資料室 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 国語教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 松本昭彦 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 国語科資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 国語教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 松本昭彦 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 国語科資料室 教育学部長 廃棄
2011年度 国語教育講座 国語教育講座 平成23年度学期末・中間試験問題 松本昭彦 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 国語科資料室 教育学部長 廃棄
2006年度 国語教育講座 国語教育講座 平成18年度学期末・中間試験問題 余健 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 国語学第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 国語教育講座 平成19年度学期末・中間試験問題 余健 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 国語学第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 国語教育講座 平成20年度学期末・中間試験問題 余健 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 国語学第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 国語教育講座 平成21年度学期末・中間試験問題 余健 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 国語学第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 国語教育講座 平成22年度学期末・中間試験問題 余健 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 国語学第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 国語教育講座 国語教育講座 平成23年度学期末・中間試験問題 余健 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 国語学第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 国語教育講座 平成19年度学期末・中間試験問題 橋本博孝 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 国語教育講座 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 国語教育講座 平成20年度学期末・中間試験問題 橋本博孝 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 国語教育講座 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 国語教育講座 平成21年度学期末・中間試験問題 橋本博孝 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 国語教育講座 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 国語教育講座 平成22年度学期末・中間試験問題 橋本博孝 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 国語教育講座 教育学部長 廃棄
2011年度 国語教育講座 国語教育講座 平成23年度学期末・中間試験問題 橋本博孝 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 国語教育講座 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 国語教育講座 平成19年度学期末・中間試験問題 林　 朝子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 国語教育講座 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 国語教育講座 平成20年度学期末・中間試験問題 林　 朝子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 国語教育講座 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 国語教育講座 平成21年度学期末・中間試験問題 林　 朝子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 国語教育講座 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 国語教育講座 平成22年度学期末・中間試験問題 林　 朝子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 国語教育講座 教育学部長 廃棄
2011年度 国語教育講座 国語教育講座 平成23年度学期末・中間試験問題 林　 朝子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 国語教育講座 教育学部長 廃棄
2006年度 国語教育講座 国語教育講座 平成18年度講座内予算書・決算書 国語教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 国語共同研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 国語教育講座 平成19年度講座内予算書・決算書 国語教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 国語共同研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 国語教育講座 平成20年度講座内予算書・決算書 国語教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 国語共同研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 国語教育講座 平成21年度講座内予算書・決算書 国語教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 国語共同研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 国語教育講座 平成22年度講座内予算書・決算書 国語教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 国語共同研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 国語教育講座 国語教育講座 平成23年度講座内予算書・決算書 国語教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 国語共同研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 国語教育講座 平成19年度資料室貸出名簿 国語教育講座 2008/4/1 3年 2012年度末 紙 国語共同研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 国語教育講座 平成20年度資料室貸出名簿 国語教育講座 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 国語共同研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 国語教育講座 平成21年度資料室貸出名簿 国語教育講座 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 国語共同研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 国語教育講座 平成22年度資料室貸出名簿 国語教育講座 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 国語共同研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 国語教育講座 国語教育講座 平成23年度資料室貸出名簿 国語教育講座 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 国語共同研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 国語教育講座 国語教育講座 平成18年度卒業論文関係 国語教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 国語科図書室 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 国語教育講座 平成19年度卒業論文関係 国語教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 国語科図書室 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 国語教育講座 平成20年度卒業論文関係 国語教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 国語科図書室 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 国語教育講座 平成21年度卒業論文関係 国語教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 国語科図書室 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 国語教育講座 平成22年度卒業論文関係 国語教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 国語科図書室 教育学部長 廃棄
2011年度 国語教育講座 国語教育講座 平成23年度卒業論文関係 国語教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 国語科図書室 教育学部長 廃棄
1994年度 国語教育講座 物品管理 物品供用簿 国語教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 国語科共同研究室兼事務室 教育学部長 廃棄
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1994年度 国語教育講座 物品管理 物品使用簿 国語教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 国語科共同研究室兼事務室 教育学部長 廃棄
2004年度 国語教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 国語教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 国語科共同研究室兼事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 国語教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 国語教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 国語科共同研究室兼事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 国語教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 国語教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 国語科共同研究室兼事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 国語教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 国語教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 国語科共同研究室兼事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 国語教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 国語教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 国語科共同研究室兼事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 国語教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 国語教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 国語科共同研究室兼事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 国語教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 国語教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 国語科共同研究室兼事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度卒業論文関係 泉琉二 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 社会調査室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度卒業論文関係 泉琉二 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 社会調査室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度卒業論文関係 泉琉二 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 社会調査室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 泉琉二 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 社会学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 泉琉二 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 社会学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 泉琉二 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 社会学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度卒業論文関係 手塚和男 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 社会科学演習室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度卒業論文関係 手塚和男 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 社会科学演習室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度卒業論文関係 手塚和男 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 社会科学演習室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度卒業論文関係 手塚和男 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 社会科学演習室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度卒業論文関係 手塚和男 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 社会科学演習室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度卒業論文関係 手塚和男 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 社会科学演習室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度卒業論文関係 山根栄次 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度卒業論文関係 山根栄次 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度卒業論文関係 山根栄次 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度卒業論文関係 山根栄次 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度卒業論文関係 山根栄次 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度卒業論文関係 山根栄次 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 山根栄次 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 山根栄次 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 山根栄次 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 山根栄次 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 山根栄次 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 山根栄次 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 社会科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 宮崎清 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 宮崎清 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 宮崎清 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 宮崎清 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 宮崎清 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 宮崎清 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度卒業論文関係 宮崎清 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度卒業論文関係 宮崎清 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度卒業論文関係 宮崎清 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度卒業論文関係 宮崎清 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度卒業論文関係 宮崎清 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度卒業論文関係 宮崎清 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 人文地理学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度卒業論文関係 藤田達生 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 歴史資料室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度卒業論文関係 藤田達生 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 歴史資料室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度卒業論文関係 藤田達生 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 歴史資料室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度卒業論文関係 藤田達生 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 歴史資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度卒業論文関係 藤田達生 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 歴史資料室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度卒業論文関係 藤田達生 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 歴史資料室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度諸試験問題 藤田達生 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 日本史研究室 教育学部長 廃棄
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2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度諸試験問題 藤田達生 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 日本史研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度諸試験問題 藤田達生 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 日本史研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度諸試験問題 藤田達生 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 日本史研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度諸試験問題 藤田達生 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 日本史研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度諸試験問題 藤田達生 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 日本史研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度卒業論文関係 秋元ひろと 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度卒業論文関係 秋元ひろと 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度卒業論文関係 秋元ひろと 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度卒業論文関係 秋元ひろと 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度卒業論文関係 秋元ひろと 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度卒業論文関係 秋元ひろと 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 秋元ひろと 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 秋元ひろと 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 秋元ひろと 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 秋元ひろと 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 秋元ひろと 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 秋元ひろと 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 哲学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度卒業論文関係 宮岡邦任 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度卒業論文関係 宮岡邦任 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度卒業論文関係 宮岡邦任 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度卒業論文関係 宮岡邦任 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度卒業論文関係 宮岡邦任 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度卒業論文関係 宮岡邦任 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 宮岡邦任 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 宮岡邦任 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 宮岡邦任 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 宮岡邦任 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 宮岡邦任 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 宮岡邦任 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度毒劇物受払簿 宮岡邦任 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度毒劇物受払簿 宮岡邦任 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 自然地理学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 川端康 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 経済学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 川端康 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 経済学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 川端康 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 経済学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 川端康 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 経済学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 永田成文 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 社会科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 永田成文 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 社会科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 永田成文 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 社会科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 永田成文 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 社会科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 永田成文 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 社会科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 永田成文 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 社会科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 大坪慶之 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 社会科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 大坪慶之 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 社会科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 内田秀昭 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 社会科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成20年度講座会議関連文書 社会科教育講座 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成21年度講座会議関連文書 社会科教育講座 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成22年度講座会議関連文書 社会科教育講座 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 社会科教育講座 平成23年度講座会議関連文書 社会科教育講座 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 社会科教育講座 物品管理 物品供用簿 社会科教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 社会科教育講座 物品管理 物品使用簿 社会科教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
2004年度 社会科教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 社会科教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
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2006年度 社会科教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 社会科教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 社会科教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 社会科教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 社会科教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 社会科教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 社会科教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 社会科教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 社会科教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 社会科教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 社会科教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 社会科教育講座 2011/4/1 5年 2016年度末 紙 社会科事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 数学教育講座 数学教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 辻正司 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 幾何学第2研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 数学教育講座 数学教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 辻正司 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 幾何学第2研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 数学教育講座 数学教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 辻正司 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 幾何学第2研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 辻正司 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 幾何学第2研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 数学教育講座 数学教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 上垣渉 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 上垣研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 数学教育講座 数学教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 上垣渉 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 上垣研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 数学教育講座 数学教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 上垣渉 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 上垣研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 上垣渉 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 上垣研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 上垣渉 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 上垣研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 数学教育講座 数学教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 玉城政和 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 玉城研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 数学教育講座 数学教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 玉城政和 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 玉城研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 数学教育講座 数学教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 玉城政和 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 玉城研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 玉城政和 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 玉城研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 玉城政和 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 玉城研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 数学教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 玉城政和 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 玉城研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 数学教育講座 数学教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 川向洋之 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 川向研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 数学教育講座 数学教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 川向洋之 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 川向研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 数学教育講座 数学教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 川向洋之 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 川向研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 川向洋之 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 川向研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 川向洋之 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 川向研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 数学教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 川向洋之 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 川向研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 数学教育講座 数学教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 露峰茂明 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 露峰研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 数学教育講座 数学教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 露峰茂明 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 露峰研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 数学教育講座 数学教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 露峰茂明 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 露峰研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 露峰茂明 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 露峰研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 露峰茂明 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 露峰研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 数学教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 露峰茂明 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 露峰研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 数学教育講座 数学教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 新田貴士 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 新田研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 数学教育講座 数学教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 新田貴士 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 新田研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 数学教育講座 数学教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 新田貴士 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 新田研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 新田貴士 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 新田研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 新田貴士 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 新田研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 数学教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 新田貴士 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 新田研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 石谷寛 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 石谷研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 石谷寛 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 石谷研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 石谷寛 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 石谷研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 石谷寛 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 石谷研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 石谷寛 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 石谷研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 数学教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 石谷寛 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 石谷研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 谷口礼偉 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 谷口研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 谷口礼偉 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 谷口研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 谷口礼偉 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 谷口研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 谷口礼偉 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 谷口研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 谷口礼偉 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 谷口研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 数学教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 谷口礼偉 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 谷口研究室 教育学部長 廃棄
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2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 肥田野久二男 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 肥田野研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 肥田野久二男 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 肥田野研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 肥田野久二男 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 肥田野研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 肥田野久二男 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 肥田野研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 肥田野久二男 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 肥田野研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 数学教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 肥田野久二男 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 肥田野研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 蟹江幸博 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 蟹江研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 蟹江幸博 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 蟹江研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 蟹江幸博 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 蟹江研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 蟹江幸博 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 蟹江研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 蟹江幸博 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 蟹江研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 数学教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 蟹江幸博 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 蟹江研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 古関春隆 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 古関研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 古関春隆 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 古関研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 古関春隆 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 古関研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 古関春隆 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 古関研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 古関春隆 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 古関研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 数学教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 古関春隆 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 古関研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 数学教育講座 数学教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 中西正治 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 中西研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 数学教育講座 数学教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 中西正治 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 中西研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 中西正治 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 中西研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 中西正治 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 中西研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 数学教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 中西正治 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 中西研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 数学教育講座 数学教育講座 平成18年度卒業論文関係 数学教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 数学科機器室 教育学部長 廃棄
2007年度 数学教育講座 数学教育講座 平成19年度卒業論文関係 数学教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 数学科機器室 教育学部長 廃棄
2008年度 数学教育講座 数学教育講座 平成20年度卒業論文関係 数学教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 数学科機器室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 数学教育講座 平成21年度卒業論文関係 数学教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 数学科機器室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 数学教育講座 平成22年度卒業論文関係 数学教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 数学科機器室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 数学教育講座 平成23年度卒業論文関係 数学教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 数学科機器室 教育学部長 廃棄
1994年度 数学教育講座 物品管理 物品供用簿 数学教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 数学科事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 数学教育講座 物品管理 物品使用簿 数学教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 数学科事務室 教育学部長 廃棄
2004年度 数学教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 数学教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 数学科事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 数学教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 数学教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 数学科事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 数学教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 数学教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 数学科事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 数学教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 数学教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 数学科事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 数学教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 数学教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 数学科事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 数学教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 数学教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 数学科事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 数学教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 数学教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 数学科事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度卒業論文関係 奥村晴彦 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度卒業論文関係 奥村晴彦 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度卒業論文関係 奥村晴彦 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 情報教育講座 情報教育講座 平成21年度卒業論文関係 奥村晴彦 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 情報教育講座 情報教育講座 平成22年度卒業論文関係 奥村晴彦 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 情報教育講座 情報教育講座 平成23年度卒業論文関係 奥村晴彦 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 奥村晴彦 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 奥村晴彦 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 奥村晴彦 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 情報教育講座 情報教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 奥村晴彦 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 情報教育講座 情報教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 奥村晴彦 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 情報教育講座 情報教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 奥村晴彦 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 丁亜希 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
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2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 丁亜希 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 丁亜希 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 情報教育講座 情報教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 丁亜希 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 情報教育講座 情報教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 丁亜希 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 情報教育講座 情報教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 丁亜希 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度卒業論文関係 丁亜希 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度卒業論文関係 丁亜希 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度卒業論文関係 丁亜希 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 情報教育講座 情報教育講座 平成21年度卒業論文関係 丁亜希 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 情報教育講座 情報教育講座 平成22年度卒業論文関係 丁亜希 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 情報教育講座 情報教育講座 平成23年度卒業論文関係 丁亜希 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 情報教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 山守一徳 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 山守一徳 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 山守一徳 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 情報教育講座 情報教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 山守一徳 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 情報教育講座 情報教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 山守一徳 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 情報教育講座 情報教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 山守一徳 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度卒業論文関係 山守一徳 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度卒業論文関係 山守一徳 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度卒業論文関係 山守一徳 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 情報教育講座 情報教育講座 平成21年度卒業論文関係 山守一徳 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 情報教育講座 情報教育講座 平成22年度卒業論文関係 山守一徳 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 情報教育講座 情報教育講座 平成23年度卒業論文関係 山守一徳 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 情報教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 萩原克幸 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 萩原克幸 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 萩原克幸 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 情報教育講座 情報教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 萩原克幸 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 情報教育講座 情報教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 萩原克幸 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 情報教育講座 情報教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 萩原克幸 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 情報教育講座 平成18年度卒業論文関係 萩原克幸 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 情報教育講座 平成19年度卒業論文関係 萩原克幸 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 情報教育講座 平成20年度卒業論文関係 萩原克幸 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 情報教育講座 情報教育講座 平成21年度卒業論文関係 萩原克幸 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 情報教育講座 情報教育講座 平成22年度卒業論文関係 萩原克幸 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 情報教育講座 情報教育講座 平成23年度卒業論文関係 萩原克幸 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 情報教育研究室 教育学部長 廃棄
1994年度 情報教育講座 物品管理 物品供用簿 情報教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 情報教育事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 情報教育講座 物品管理 物品使用簿 情報教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 情報教育事務室 教育学部長 廃棄
2004年度 情報教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 情報教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 情報教育事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 情報教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 情報教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 情報教育事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 情報教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 情報教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 情報教育事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 情報教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 情報教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 情報教育事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 情報教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 情報教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 情報教育事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 情報教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 情報教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 情報教育事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 理科教育講座 理科教育講座 平成18年度卒業論文関係 内田富儀 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度卒業論文関係 内田富儀 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 物理実験準備室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度修士論文関係 内田富儀 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 物理実験準備室 教育学部長 廃棄
2006年度 理科教育講座 理科教育講座 平成18年度卒業研究（実験）関係 野本健雄 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 化学教員第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度卒業研究（実験）関係 野本健雄 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 化学教員第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 理科教育講座 理科教育講座 平成18年度卒業論文関係 伊藤伸成 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 地学事務・資料室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度卒業論文関係 伊藤伸成 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 地学事務・資料室 教育学部長 廃棄
2008年度 理科教育講座 理科教育講座 平成20年度卒業論文関係 伊藤伸成 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 地学事務・資料室 教育学部長 廃棄
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2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度卒業論文関係 伊藤伸成 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 地学事務・資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度卒業論文関係 伊藤伸成 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 地学事務・資料室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度卒業論文関係 伊藤伸成 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 地学事務・資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度修士論文関係 伊藤伸成 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 地学事務・資料室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度修士論文関係 伊藤伸成 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 地学事務・資料室 教育学部長 廃棄
2006年度 理科教育講座 理科教育講座 平成18年度卒業研究（実験）関係 新居淳二 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 新居研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度卒業研究（実験）関係 新居淳二 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 新居研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 理科教育講座 理科教育講座 平成20年度卒業研究（実験）関係 新居淳二 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 新居研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度卒業研究（実験）関係 新居淳二 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 新居研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度卒業研究（実験）関係 新居淳二 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 新居研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度卒業研究（実験）関係 新居淳二 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 新居研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 理科教育講座 理科教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 新居淳二 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 新居研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 新居淳二 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 新居研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 理科教育講座 理科教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 新居淳二 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 新居研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 新居淳二 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 新居研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 新居淳二 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 新居研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 新居淳二 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 新居研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度毒劇物受払簿 新居淳二 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 新居研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度毒劇物受払簿 新居淳二 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 新居研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度毒劇物受払簿 後藤太一郎 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度毒劇物受払簿 後藤太一郎 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 理科教育講座 理科教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 後藤太一郎 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 後藤太一郎 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 理科教育講座 理科教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 後藤太一郎 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 後藤太一郎 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 後藤太一郎 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 後藤太一郎 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 理科教育講座 理科教育講座 平成18年度卒業論文関係 後藤太一郎 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度卒業論文関係 後藤太一郎 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 理科教育講座 理科教育講座 平成20年度卒業論文関係 後藤太一郎 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度卒業論文関係 後藤太一郎 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度卒業論文関係 後藤太一郎 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度卒業論文関係 後藤太一郎 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 生物学第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 理科教育講座 理科教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 伊藤　信成 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 地学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 伊藤　信成 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 地学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 理科教育講座 理科教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 伊藤　信成 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 地学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 伊藤　信成 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 地学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 伊藤　信成 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 地学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 伊藤　信成 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 地学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度卒業論文関係 平賀　伸夫 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 平賀研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 理科教育講座 理科教育講座 平成20年度卒業論文関係 平賀　伸夫 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 平賀研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度卒業論文関係 平賀　伸夫 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 平賀研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度卒業論文関係 平賀　伸夫 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 平賀研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度卒業論文関係 平賀　伸夫 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 平賀研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 理科教育講座 理科教育講座 平成18年度卒業論文関係 荻原　　　彰 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 荻原研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度卒業論文関係 荻原　　　彰 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 荻原研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 理科教育講座 理科教育講座 平成20年度卒業論文関係 荻原　　　彰 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 荻原研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度卒業論文関係 荻原　　　彰 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 荻原研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度卒業論文関係 荻原　　　彰 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 荻原研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度卒業論文関係 荻原　　　彰 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 荻原研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度卒業論文関係 牧原　義一 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 物理実験準備室 教育学部長 廃棄
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2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度卒業論文関係 牧原　義一 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 物理実験準備室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度卒業論文関係 牧原　義一 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 物理実験準備室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 理科教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 牧原　義一 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 牧原研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 理科教育講座 理科教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 牧原　義一 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 牧原研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 牧原　義一 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 牧原研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 牧原　義一 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 牧原研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 牧原　義一 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 牧原研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度卒業論文関係 平山　大輔 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 平山研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度卒業論文関係 平山　大輔 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 平山研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度卒業論文関係 平山　大輔 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 平山研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 平山　大輔 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 平山研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 平山　大輔 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 平山研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 平山　大輔 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 平山研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度卒業論文関係 栗原　行人 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 栗原研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度卒業論文関係 栗原　行人 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 栗原研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 理科教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 栗原　行人 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 栗原研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 栗原　行人 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 栗原研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 栗原　行人 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 栗原研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 理科教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 國仲　寛人 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 國仲研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 理科教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 國仲　寛人 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 國仲研究室 教育学部長 廃棄
1994年度 理科教育講座 物品管理 物品供用簿 理科教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 理科教育講座事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 理科教育講座 物品管理 物品使用簿 理科教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 理科教育講座事務室 教育学部長 廃棄
2004年度 理科教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 理科教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 理科教育講座事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 理科教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 理科教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 理科教育講座事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 理科教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 理科教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 理科教育講座事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 理科教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 理科教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 理科教育講座事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 理科教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 理科教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 理科教育講座事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 理科教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 理科教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 理科教育講座事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 理科教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 理科教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 理科教育講座事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 高瀬瑛子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 音楽研究室Ｆ 教育学部長 廃棄
2007年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 高瀬瑛子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 音楽研究室Ｆ 教育学部長 廃棄
2008年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 高瀬瑛子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 音楽研究室Ｆ 教育学部長 廃棄
2009年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 高瀬瑛子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 音楽研究室Ｆ 教育学部長 廃棄
2010年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 高瀬瑛子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 音楽研究室Ｆ 教育学部長 廃棄
2011年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 高瀬瑛子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 音楽研究室Ｆ 教育学部長 廃棄
2006年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 根津知佳子 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 音楽研究室Ｄ 教育学部長 廃棄
2007年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 根津知佳子 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 音楽研究室Ｄ 教育学部長 廃棄
2008年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 根津知佳子 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 音楽研究室Ｄ 教育学部長 廃棄
2009年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 根津知佳子 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 音楽研究室Ｄ 教育学部長 廃棄
2010年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 根津知佳子 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 音楽研究室Ｄ 教育学部長 廃棄
2011年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 根津知佳子 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 音楽研究室Ｄ 教育学部長 廃棄
2006年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成18年度学年末試験問題 森川孝太朗 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 音楽研究室Ｂ 教育学部長 廃棄
2007年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 森川孝太朗 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 音楽研究室Ｂ 教育学部長 廃棄
2008年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 森川孝太朗 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 音楽研究室Ｂ 教育学部長 廃棄
2009年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 森川孝太朗 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 音楽研究室Ｂ 教育学部長 廃棄
2010年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 森川孝太朗 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 音楽研究室Ｂ 教育学部長 廃棄
2011年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 森川孝太朗 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 音楽研究室Ｂ 教育学部長 廃棄
2008年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成20年度卒業論文 音楽教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 音楽事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成18年度卒業論文（演奏）カセット 音楽教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 音楽事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成19年度卒業論文（演奏）カセット 音楽教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 音楽事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成20年度卒業論文（演奏）カセット 音楽教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 音楽事務室 教育学部長 廃棄
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2009年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成21年度卒業論文（演奏）カセット 音楽教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 音楽事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成22年度卒業論文（演奏）カセット 音楽教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 音楽事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 音楽教育講座 音楽教育講座 平成23年度卒業論文（演奏）カセット 音楽教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 音楽事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 音楽教育講座 物品管理 物品供用簿 音楽教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 音楽教育講座 物品管理 物品使用簿 音楽教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2004年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 音楽教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2005年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 音楽教育講座 2006/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 音楽教育講座 2007/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 音楽教育講座 2008/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 音楽教育講座 2009/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 音楽教育講座 2010/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 音楽教育講座 2011/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 音楽教育講座 2012/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 音楽教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 音楽教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 音楽教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 音楽教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 音楽教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 音楽教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 音楽・美術事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 美術教育講座 美術教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 山田康彦 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 美術教育学（教育理念）研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 美術教育講座 美術教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 山田康彦 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 美術教育学（教育理念）研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 美術教育講座 美術教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 山田康彦 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 美術教育学（教育理念）研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 美術教育講座 美術教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 山田康彦 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 美術教育学（教育理念）研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 美術教育講座 美術教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 山田康彦 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 美術教育学（教育理念）研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 美術教育講座 美術教育講座 平成21年度卒業論文関係 山口泰弘 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 芸術学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 美術教育講座 美術教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 上山浩 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 美術教育学（実践科学）研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 美術教育講座 美術教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 上山浩 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 美術教育学（実践科学）研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 美術教育講座 美術教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 上山浩 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 美術教育学（実践科学）研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 美術教育講座 美術教育講座 平成18年度卒業論文関係 上山浩 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 美術教育学（実践科学）研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 美術教育講座 美術教育講座 平成19年度卒業論文関係 上山浩 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 美術教育学（実践科学）研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 美術教育講座 美術教育講座 平成20年度卒業論文関係 上山浩 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 美術教育学（実践科学）研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 美術教育講座 美術教育講座 平成21年度卒業論文関係 上山浩 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 美術教育学（実践科学）研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 美術教育講座 美術教育講座 平成22年度卒業論文関係 上山浩 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 美術教育学（実践科学）研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 美術教育講座 美術教育講座 平成18年度制作課題関係 岡田博明 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 デザイン研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 美術教育講座 美術教育講座 平成19年度制作課題関係 岡田博明 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 デザイン研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 美術教育講座 美術教育講座 平成20年度制作課題関係 岡田博明 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 デザイン研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 美術教育講座 美術教育講座 平成21年度制作課題関係 岡田博明 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 デザイン研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 美術教育講座 美術教育講座 平成22年度制作課題関係 岡田博明 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 デザイン研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 美術教育講座 美術教育講座 平成23年度制作課題関係 岡田博明 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 デザイン研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 美術教育講座 美術教育講座 平成18年度制作課題関係 草地　元 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 工芸研究室 教育学部長 廃棄
1994年度 美術教育講座 物品管理 物品供用簿 美術教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 美術教育講座 物品管理 物品使用簿 美術教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2004年度 美術教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 美術教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2005年度 美術教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 美術教育講座 2006/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 美術教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 美術教育講座 2007/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 美術教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 美術教育講座 2008/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 美術教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 美術教育講座 2009/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 美術教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 美術教育講座 2010/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 美術教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 美術教育講座 2011/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 美術教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 美術教育講座 2012/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 美術教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 美術教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 美術教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 美術教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
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2008年度 美術教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 美術教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 美術教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 美術教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 美術教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 美術教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 美術教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 美術教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 美術教育事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 保健体育講座 保健体育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 鶴原清志 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 保体（スポーツ心理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 保健体育講座 保健体育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 鶴原清志 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 保体（スポーツ心理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 保健体育講座 保健体育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 鶴原清志 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 保体（スポーツ心理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 保健体育講座 保健体育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 鶴原清志 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 保体（スポーツ心理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 保健体育講座 保健体育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 鶴原清志 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 保体（スポーツ心理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 保健体育講座 保健体育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 後藤洋子 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 保体（運動方法学II）研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 保健体育講座 保健体育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 後藤洋子 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 保体（運動方法学II）研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 保健体育講座 保健体育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 後藤洋子 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 保体（運動方法学II）研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 保健体育講座 保健体育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 後藤洋子 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 保体（運動方法学II）研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 保健体育講座 保健体育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 後藤洋子 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 保体（運動方法学II）研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 保健体育講座 保健体育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 後藤洋子 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 保体（運動方法学II）研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 保健体育講座 保健体育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 冨樫健二 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 保体（健康管理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 保健体育講座 保健体育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 冨樫健二 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 保体（健康管理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 保健体育講座 保健体育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 冨樫健二 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 保体（健康管理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 保健体育講座 保健体育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 杉田正明 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 保体（運動生理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 保健体育講座 保健体育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 杉田正明 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 保体（運動生理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 保健体育講座 保健体育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 杉田正明 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 保体（運動生理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 保健体育講座 保健体育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 重松良祐 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 保体（健康管理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 保健体育講座 保健体育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 重松良祐 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 保体（健康管理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 保健体育講座 保健体育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 重松良祐 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 保体（健康管理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 保健体育講座 保健体育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 重松良祐 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 保体（健康管理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 保健体育講座 保健体育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 重松良祐 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 保体（健康管理学II）研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 保健体育講座 保健体育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 脇田裕久 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 保体（運動生理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 保健体育講座 保健体育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 脇田裕久 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 保体（運動生理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 保健体育講座 保健体育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 脇田裕久 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 保体（運動生理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 保健体育講座 保健体育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 脇田裕久 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 保体（運動生理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 保健体育講座 保健体育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 脇田裕久 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 保体（運動生理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 保健体育講座 保健体育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 米川直樹 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 保体（スポーツ心理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 保健体育講座 保健体育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 米川直樹 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 保体（スポーツ心理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 保健体育講座 保健体育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 米川直樹 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 保体（スポーツ心理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 保健体育講座 保健体育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 米川直樹 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 保体（スポーツ心理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 保健体育講座 保健体育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 米川直樹 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 保体（スポーツ心理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 保健体育講座 保健体育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 米川直樹 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 保体（スポーツ心理学I）研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 保健体育講座 保健体育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 八木規夫 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 保体（運動方法学I）研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 保健体育講座 保健体育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 八木規夫 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 保体（運動方法学I）研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 保健体育講座 保健体育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 八木規夫 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 保体（運動方法学I）研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 保健体育講座 保健体育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 八木規夫 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 保体（運動方法学I）研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 保健体育講座 保健体育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 八木規夫 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 保体（運動方法学I）研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 保健体育講座 保健体育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 八木規夫 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 保体（運動方法学I）研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 保健体育講座 保健体育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 大隈節子 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 保体（スポーツ社会学）研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 保健体育講座 保健体育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 大隈節子 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 保体（スポーツ社会学）研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 保健体育講座 保健体育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 大隈節子 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 保体（スポーツ社会学）研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 保健体育講座 保健体育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 大隈節子 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 保体（スポーツ社会学）研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 保健体育講座 保健体育講座 平成18年度卒業論文関係 保健体育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 保健体育科資料兼図書室 教育学部長 廃棄
2007年度 保健体育講座 保健体育講座 平成19年度卒業論文関係 保健体育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 保健体育科資料兼図書室 教育学部長 廃棄
2008年度 保健体育講座 保健体育講座 平成20年度卒業論文関係 保健体育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 保健体育科資料兼図書室 教育学部長 廃棄
2009年度 保健体育講座 保健体育講座 平成21年度卒業論文関係 保健体育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 保健体育科資料兼図書室 教育学部長 廃棄
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2010年度 保健体育講座 保健体育講座 平成22年度卒業論文関係 保健体育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 保健体育科資料兼図書室 教育学部長 廃棄
2011年度 保健体育講座 保健体育講座 平成23年度卒業論文関係 保健体育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 保健体育科資料兼図書室 教育学部長 廃棄
1994年度 保健体育講座 物品管理 物品供用簿 保健体育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 保体・スポ健準備室 教育学部長 廃棄
1994年度 保健体育講座 物品管理 物品使用簿 保健体育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 保体・スポ健準備室 教育学部長 廃棄
2004年度 保健体育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 保健体育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 保体・スポ健準備室 教育学部長 廃棄
2006年度 保健体育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 保健体育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 保体・スポ健準備室 教育学部長 廃棄
2007年度 保健体育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 保健体育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 保体・スポ健準備室 教育学部長 廃棄
2008年度 保健体育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 保健体育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 保体・スポ健準備室 教育学部長 廃棄
2009年度 保健体育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 保健体育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 保体・スポ健準備室 教育学部長 廃棄
2010年度 保健体育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 保健体育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 保体・スポ健準備室 教育学部長 廃棄
2011年度 保健体育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 保健体育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 保体・スポ健準備室 教育学部長 廃棄
2006年度 技術教育講座 技術教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 松岡守 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 電気教員室 教育学部長 廃棄
2007年度 技術教育講座 技術教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 松岡守 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 電気教員室 教育学部長 廃棄
2008年度 技術教育講座 技術教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 松岡守 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 電気教員室 教育学部長 廃棄
2009年度 技術教育講座 技術教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 松岡守 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 電気教員室 教育学部長 廃棄
2010年度 技術教育講座 技術教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 松岡守 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 電気教員室 教育学部長 廃棄
2011年度 技術教育講座 技術教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 松岡守 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 電気教員室 教育学部長 廃棄
2006年度 技術教育講座 技術教育講座 平成18年度卒業論文関係 松岡守 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 電気工学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 技術教育講座 技術教育講座 平成19年度卒業論文関係 松岡守 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 電気工学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 技術教育講座 技術教育講座 平成20年度卒業論文関係 松岡守 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 電気工学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 技術教育講座 技術教育講座 平成21年度卒業論文関係 松岡守 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 電気工学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 技術教育講座 技術教育講座 平成22年度卒業論文関係 松岡守 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 電気工学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 技術教育講座 技術教育講座 平成23年度卒業論文関係 松岡守 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 電気工学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 技術教育講座 技術教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題関係 松本金矢 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 機械教員室 教育学部長 廃棄
2007年度 技術教育講座 技術教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題関係 松本金矢 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 機械教員室 教育学部長 廃棄
2008年度 技術教育講座 技術教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題関係 松本金矢 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 機械教員室 教育学部長 廃棄
2009年度 技術教育講座 技術教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題関係 松本金矢 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 機械教員室 教育学部長 廃棄
2010年度 技術教育講座 技術教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題関係 松本金矢 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 機械教員室 教育学部長 廃棄
2011年度 技術教育講座 技術教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題関係 松本金矢 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 機械教員室 教育学部長 廃棄
2006年度 技術教育講座 技術教育講座 平成18年度卒業論文関係 松本金矢 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 機械工学第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 技術教育講座 技術教育講座 平成19年度卒業論文関係 松本金矢 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 機械工学第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 技術教育講座 技術教育講座 平成20年度卒業論文関係 松本金矢 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 機械工学第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 技術教育講座 技術教育講座 平成21年度卒業論文関係 松本金矢 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 機械工学第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 技術教育講座 技術教育講座 平成22年度卒業論文関係 松本金矢 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 機械工学第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 技術教育講座 技術教育講座 平成23年度卒業論文関係 松本金矢 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 機械工学第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 技術教育講座 技術教育講座 平成20年度講座会議関連文書 技術教育講座 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 技術教育講座 技術教育講座 平成22年度講座会議関連文書 技術教育講座 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
2011年度 技術教育講座 技術教育講座 平成23年度講座会議関連文書 技術教育講座 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
2006年度 技術教育講座 技術教育講座 平成18年度卒業論文関係 村松浩幸 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 技術科教育研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 技術教育講座 技術教育講座 平成19年度卒業論文関係 村松浩幸 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 技術科教育研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 技術教育講座 技術教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題関係 中西康雅 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 材料加工教員室 教育学部長 廃棄
2007年度 技術教育講座 技術教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題関係 中西康雅 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 材料加工教員室 教育学部長 廃棄
2008年度 技術教育講座 技術教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題関係 中西康雅 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 材料加工教員室 教育学部長 廃棄
2009年度 技術教育講座 技術教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題関係 中西康雅 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 材料加工教員室 教育学部長 廃棄
2010年度 技術教育講座 技術教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題関係 中西康雅 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 材料加工教員室 教育学部長 廃棄
2011年度 技術教育講座 技術教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題関係 中西康雅 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 材料加工教員室 教育学部長 廃棄
2008年度 技術教育講座 技術教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題関係 魚住明生 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 技術教育第一教員室 教育学部長 廃棄
2009年度 技術教育講座 技術教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題関係 魚住明生 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 技術教育第一教員室 教育学部長 廃棄
2010年度 技術教育講座 技術教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題関係 魚住明生 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 技術教育第一教員室 教育学部長 廃棄
2011年度 技術教育講座 技術教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題関係 魚住明生 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 技術教育第一教員室 教育学部長 廃棄
2008年度 技術教育講座 技術教育講座 平成20年度卒業論文関係 魚住明生 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 技術科教育研究室 教育学部長 廃棄
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2009年度 技術教育講座 技術教育講座 平成21年度卒業論文関係 魚住明生 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 技術科教育研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 技術教育講座 技術教育講座 平成22年度卒業論文関係 魚住明生 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 技術科教育研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 技術教育講座 技術教育講座 平成23年度卒業論文関係 魚住明生 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 技術科教育研究室 教育学部長 廃棄
1994年度 技術教育講座 物品管理 物品供用簿 技術教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
1994年度 技術教育講座 物品管理 物品使用簿 技術教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
2004年度 技術教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 技術教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
2006年度 技術教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 技術教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
2007年度 技術教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 技術教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
2008年度 技術教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 技術教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
2009年度 技術教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 技術教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 技術教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 技術教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
2011年度 技術教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 技術教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 技術科事務・資料室 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 家政教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 平島　　円 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 調理学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 平島　　円 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 調理学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 平島　　円 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 調理学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 平島　　円 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 調理学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 平島　　円 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 調理学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 平島　　円 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 調理学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度卒業論文関係 平島　　円 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 調理学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度卒業論文関係 平島　　円 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 調理学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度卒業論文関係 平島　　円 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 調理学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度卒業論文関係 平島　　円 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 調理学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度卒業論文関係 平島　　円 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 調理学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 家政教育講座 平成18年度卒業論文関係 中島喜代子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 住居学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度卒業論文関係 中島喜代子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 住居学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度卒業論文関係 中島喜代子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 住居学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度卒業論文関係 中島喜代子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 住居学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度卒業論文関係 中島喜代子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 住居学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度卒業論文関係 中島喜代子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 住居学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 家政教育講座 平成18年度卒業論文関係 乗本秀樹 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度卒業論文関係 乗本秀樹 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度卒業論文関係 乗本秀樹 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度卒業論文関係 乗本秀樹 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度卒業論文関係 乗本秀樹 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度卒業論文関係 乗本秀樹 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 家政教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 乗本秀樹 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 乗本秀樹 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 乗本秀樹 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 乗本秀樹 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 乗本秀樹 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 乗本秀樹 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 家庭経営研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 家政教育講座 平成18年度卒業論文関係 増田智恵 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 被服学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度卒業論文関係 増田智恵 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 被服学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度卒業論文関係 増田智恵 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 被服学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度卒業論文関係 増田智恵 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 被服学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度卒業論文関係 増田智恵 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 被服学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度卒業論文関係 増田智恵 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 被服学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 家政教育講座 平成18年度卒業論文関係 吉本敏子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 家庭科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度卒業論文関係 吉本敏子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 家庭科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度卒業論文関係 吉本敏子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 家庭科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度卒業論文関係 吉本敏子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 家庭科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
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2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度卒業論文関係 吉本敏子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 家庭科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度卒業論文関係 吉本敏子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 家庭科教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 家政教育講座 平成18年度卒業論文関係 林未和子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度卒業論文関係 林未和子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度卒業論文関係 林未和子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度卒業論文関係 林未和子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度卒業論文関係 林未和子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度卒業論文関係 林未和子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 家政教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 林未和子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 林未和子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 林未和子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 林未和子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 林未和子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 林未和子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 家庭科教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度毒劇物受払簿 磯部由香 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 食品学実験室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度毒劇物受払簿 磯部由香 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 食品学実験室 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 家政教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 磯部由香 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 磯部由香 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 磯部由香 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 磯部由香 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 磯部由香 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 磯部由香 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 家政教育講座 平成18年度卒業論文関係 磯部由香 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度卒業論文関係 磯部由香 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度卒業論文関係 磯部由香 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度卒業論文関係 磯部由香 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度卒業論文関係 磯部由香 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度卒業論文関係 磯部由香 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 食品学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 家政教育講座 平成18年度講座内決算書 家政教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 家政教育講座 平成19年度講座内決算書 家政教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 家政教育講座 平成20年度講座内決算書 家政教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 家政教育講座 平成21年度講座内決算書 家政教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 家政教育講座 平成22年度講座内決算書 家政教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 家政教育講座 平成23年度講座内決算書 家政教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
1994年度 家政教育講座 物品管理 物品供用簿 家政教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
1994年度 家政教育講座 物品管理 物品使用簿 家政教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2004年度 家政教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 家政教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2006年度 家政教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 家政教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2007年度 家政教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 家政教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2008年度 家政教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 家政教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2009年度 家政教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 家政教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2010年度 家政教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 家政教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2011年度 家政教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 家政教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 家政事務室(会議室） 教育学部長 廃棄
2006年度 英語教育講座 英語教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 宮崎彰男 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 英語学第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 英語教育講座 英語教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 宮崎彰男 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 英語学第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 英語教育講座 英語教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 宮崎彰男 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 英語学第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 英語教育講座 英語教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 早瀬光秋 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 英語教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 英語教育講座 英語教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 早瀬光秋 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 英語教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 英語教育講座 英語教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 早瀬光秋 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 英語教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 英語教育講座 英語教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 早瀬光秋 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 英語教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 英語教育講座 英語教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 早瀬光秋 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 英語教育第1研究室 教育学部長 廃棄
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2011年度 英語教育講座 英語教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 早瀬光秋 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 英語教育第1研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 英語教育講座 英語教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 宮地信弘 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 英米文学第1研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 英語教育講座 英語教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 宮地信弘 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 英米文学第1研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 英語教育講座 英語教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 宮地信弘 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 英米文学第1研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 英語教育講座 英語教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 宮地信弘 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 英米文学第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 英語教育講座 英語教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 宮地信弘 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 英米文学第1研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 英語教育講座 英語教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 宮地信弘 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 英米文学第1研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 英語教育講座 英語教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 西村秀夫 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 英語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 英語教育講座 英語教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 西村秀夫 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 英語学第2研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 英語教育講座 英語教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 荒尾浩子 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 英語教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 英語教育講座 英語教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 荒尾浩子 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 英語教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 英語教育講座 英語教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 荒尾浩子 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 英語教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 英語教育講座 英語教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 荒尾浩子 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 英語教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 英語教育講座 英語教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 荒尾浩子 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 英語教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 英語教育講座 英語教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 荒尾浩子 2011/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 英語教育第2研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 英語教育講座 英語教育講座 平成18年度卒業論文関係 英語教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 各研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 英語教育講座 英語教育講座 平成19年度卒業論文関係 英語教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 各研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 英語教育講座 英語教育講座 平成20年度卒業論文関係 英語教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 各研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 英語教育講座 英語教育講座 平成21年度卒業論文関係 英語教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 各研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 英語教育講座 英語教育講座 平成22年度卒業論文関係 英語教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 各研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 英語教育講座 英語教育講座 平成23年度卒業論文関係 英語教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 各研究室 教育学部長 廃棄
1994年度 英語教育講座 物品管理 物品供用簿 英語教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 英語図書室 教育学部長 廃棄
1994年度 英語教育講座 物品管理 物品使用簿 英語教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 英語図書室 教育学部長 廃棄
2004年度 英語教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 英語教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 家政・英語科共同事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 英語教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 英語教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 家政・英語科共同事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 英語教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 英語教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 家政・英語科共同事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 英語教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 英語教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 家政・英語科共同事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 英語教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 英語教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 家政・英語科共同事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 英語教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 英語教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 家政・英語科共同事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 英語教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 英語教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 家政・英語科共同事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 特別支援教育講座 特別支援教育講座 平成18年度卒業論文関係 特別支援教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 障害児教育資料室 教育学部長 廃棄
2007年度 特別支援教育講座 特別支援教育講座 平成19年度卒業論文関係 特別支援教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 障害児教育資料室 教育学部長 廃棄
2008年度 特別支援教育講座 特別支援教育講座 平成20年度卒業論文関係 特別支援教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 障害児教育資料室 教育学部長 廃棄
2009年度 特別支援教育講座 特別支援教育講座 平成21年度卒業論文関係 特別支援教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 障害児教育資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 特別支援教育講座 特別支援教育講座 平成22年度卒業論文関係 特別支援教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 障害児教育資料室 教育学部長 廃棄
2011年度 特別支援教育講座 特別支援教育講座 平成23年度卒業論文関係 特別支援教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 障害児教育資料室 教育学部長 廃棄
1994年度 障害児教育講座 物品管理 物品供用簿 特別支援教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 障害児教育講座 物品管理 物品使用簿 特別支援教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2005年度 障害児教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 特別支援教育講座 2006/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 障害児教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 特別支援教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 障害児教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 特別支援教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 障害児教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 特別支援教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 障害児教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 特別支援教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 障害児教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 特別支援教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 特別支援教育講座 特別支援教育講座 平成23年度物品不用届 特別支援教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 幼児教育講座 幼児教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 河崎道夫 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 幼児心理学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 幼児教育講座 幼児教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 河崎道夫 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 幼児心理学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 幼児教育講座 幼児教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 河崎道夫 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 幼児心理学研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 幼児教育講座 幼児教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 河崎道夫 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 幼児心理学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 幼児教育講座 幼児教育講座 平成18年度卒業論文関係 幼児教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 幼児文化資料室 教育学部長 廃棄
2007年度 幼児教育講座 幼児教育講座 平成19年度卒業論文関係 幼児教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 幼児文化資料室 教育学部長 廃棄
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2008年度 幼児教育講座 幼児教育講座 平成20年度卒業論文関係 幼児教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 幼児文化資料室 教育学部長 廃棄
2009年度 幼児教育講座 幼児教育講座 平成21年度卒業論文関係 幼児教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 幼児文化資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 幼児教育講座 幼児教育講座 平成22年度卒業論文関係 幼児教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 幼児文化資料室 教育学部長 廃棄
2011年度 幼児教育講座 幼児教育講座 平成23年度卒業論文関係 幼児教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 幼児文化資料室 教育学部長 廃棄
1994年度 幼児教育講座 物品管理 物品供用簿 幼児教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 幼児教育講座 物品管理 物品使用簿 幼児教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2004年度 幼児教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 幼児教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 幼児教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 幼児教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 幼児教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 幼児教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 幼児教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 幼児教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 幼児教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 幼児教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 幼児教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 幼児教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 幼児教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 幼児教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 幼児教育・障害児教育事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 学校教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 佐藤廣和 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 生活指導論研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 学校教育講座 学校教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 佐藤廣和 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 生活指導論研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 佐藤廣和 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 生活指導論研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 佐藤廣和 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 生活指導論研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 佐藤廣和 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 生活指導論研究室 教育学部長 廃棄
2011年度 学校教育講座 学校教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 佐藤廣和 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 生活指導論研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 学校教育講座 平成18年卒業論文関係 佐藤廣和 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2007年度 学校教育講座 学校教育講座 平成19年卒業論文関係 佐藤廣和 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年卒業論文関係 佐藤廣和 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年卒業論文関係 佐藤廣和 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年卒業論文関係 佐藤廣和 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2011年度 学校教育講座 学校教育講座 平成23年卒業論文関係 佐藤廣和 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 学校教育講座 平成18年卒業論文関係 蓮尾直美 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 教育社会学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 学校教育講座 学校教育講座 平成19年卒業論文関係 蓮尾直美 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 教育社会学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年卒業論文関係 蓮尾直美 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 教育社会学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年卒業論文関係 蓮尾直美 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 教育社会学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年卒業論文関係 蓮尾直美 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 教育社会学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 学校教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 蓮尾直美 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 教育社会学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 学校教育講座 学校教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 蓮尾直美 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 教育社会学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 蓮尾直美 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 教育社会学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 蓮尾直美 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 教育社会学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 蓮尾直美 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 教育社会学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 学校教育講座 平成18年度卒業論文関係 佐藤年明 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2007年度 学校教育講座 学校教育講座 平成19年度卒業論文関係 佐藤年明 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年度卒業論文関係 佐藤年明 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年度卒業論文関係 佐藤年明 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年度卒業論文関係 佐藤年明 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 学校教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 佐藤年明 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2007年度 学校教育講座 学校教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 佐藤年明 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 佐藤年明 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 佐藤年明 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 佐藤年明 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 学校教育講座 平成18年度卒業論文関係 森脇健夫　　 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2007年度 学校教育講座 学校教育講座 平成19年度卒業論文関係 森脇健夫　　 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年度卒業論文関係 森脇健夫　　 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年度卒業論文関係 森脇健夫　　 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年度卒業論文関係 森脇健夫　　 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 学校教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 森脇健夫　　 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
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2007年度 学校教育講座 学校教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 森脇健夫　　 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 森脇健夫　　 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 森脇健夫　　 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 森脇健夫　　 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 学校教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 南　　　学 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 認知発達心理学研究室 教育学部長 廃棄
2007年度 学校教育講座 学校教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 南　　　学 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 認知発達心理学研究室 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 南　　　学 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 認知発達心理学研究室 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 南　　　学 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 認知発達心理学研究室 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 南　　　学 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 認知発達心理学研究室 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 学校教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 伊藤敏子　　 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2007年度 学校教育講座 学校教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 伊藤敏子　　 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 伊藤敏子　　 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 伊藤敏子　　 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 伊藤敏子　　 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2011年度 学校教育講座 学校教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 伊藤敏子　　 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 学校教育講座 平成18年度学年末・中間試験問題 中西良文 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2007年度 学校教育講座 学校教育講座 平成19年度学年末・中間試験問題 中西良文 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 中西良文 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 中西良文 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 中西良文 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2011年度 学校教育講座 学校教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 中西良文 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 学校教育講座 平成20年度学年末・中間試験問題 織田泰幸 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 学校教育講座 平成21年度学年末・中間試験問題 織田泰幸 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年度学年末・中間試験問題 織田泰幸 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2011年度 学校教育講座 学校教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 織田泰幸 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 学校教育講座 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 学校教育講座 平成22年度卒業論文関係 松浦　均 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2011年度 学校教育講座 学校教育講座 平成23年度卒業論文関係 松浦　均 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 １Ｆ貴重資料室 教育学部長 廃棄
2011年度 学校教育講座 学校教育講座 平成23年度学年末・中間試験問題 瀬戸美奈子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 研究室 教育学部長 廃棄
1994年度 学校教育講座 物品管理 物品供用簿 学校教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 学校教育・人間発達科学課程事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 学校教育講座 物品管理 物品使用簿 学校教育講座 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 学校教育・人間発達科学課程事務室 教育学部長 廃棄
2004年度 学校教育講座 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 学校教育講座 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 学校教育・人間発達科学課程事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 学校教育講座 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 学校教育講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 学校教育・人間発達科学課程事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 学校教育講座 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 学校教育講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 学校教育・人間発達科学課程事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 学校教育講座 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 学校教育講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 学校教育・人間発達科学課程事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 学校教育講座 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 学校教育講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 学校教育・人間発達科学課程事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 学校教育講座 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 学校教育講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 学校教育・人間発達科学課程事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 学校教育講座 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 学校教育講座 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 学校教育・人間発達科学課程事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成18年度卒業論文関係 附属教育実践総合センター 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成19年度卒業論文関係 附属教育実践総合センター 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成20年度卒業論文関係 附属教育実践総合センター 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成21年度卒業論文関係 附属教育実践総合センター 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成22年度卒業論文関係 附属教育実践総合センター 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成23年度卒業論文関係 附属教育実践総合センター 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
1980年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 教育実践総合センター紀要（保存用） 附属教育実践総合センター 1981/4/1 常用 － 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成18年度教育実践総合センター紀要 附属教育実践総合センター 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成19年度教育実践総合センター紀要 附属教育実践総合センター 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成20年度教育実践総合センター紀要 附属教育実践総合センター 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成21年度教育実践総合センター紀要 附属教育実践総合センター 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成22年度教育実践総合センター紀要 附属教育実践総合センター 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 附属教育実践総合センター 附属教育実践総合センター 平成23年度教育実践総合センター紀要 附属教育実践総合センター 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
1994年度 附属教育実践総合センター 物品管理 物品供用簿 附属教育実践総合センター 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
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1994年度 附属教育実践総合センター 物品管理 物品使用簿 附属教育実践総合センター 1995/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2004年度 附属教育実践総合センター 資産（物品）管理 国立大学法人資産台帳 附属教育実践総合センター 2005/4/1 供用中常用、後5年 － 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2006年度 附属教育実践総合センター 資産（物品）管理 平成18年度物品不用届 附属教育実践総合センター 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2007年度 附属教育実践総合センター 資産（物品）管理 平成19年度物品不用届 附属教育実践総合センター 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2008年度 附属教育実践総合センター 資産（物品）管理 平成20年度物品不用届 附属教育実践総合センター 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2009年度 附属教育実践総合センター 資産（物品）管理 平成21年度物品不用届 附属教育実践総合センター 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2010年度 附属教育実践総合センター 資産（物品）管理 平成22年度物品不用届 附属教育実践総合センター 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
2011年度 附属教育実践総合センター 資産（物品）管理 平成23年度物品不用届 附属教育実践総合センター 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 実践総合センター事務室 教育学部長 廃棄
1996年度 附属学校チーム 公印 公印・改刻・廃止関係書類 附属学校チーム 1997/4/1 常用 － 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 公印 公印・改刻・廃止関係書類 附属学校チーム 2010/4/1 常用 － 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 公印 平成１８年度公印使用簿 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 公印 平成１９年度公印使用簿 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 公印 平成２０年度公印使用簿 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 公印 平成２１年度公印使用簿 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 公印 平成２２年度公印使用簿 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 公印 平成２３年度公印使用簿 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1986年度 附属学校チーム 文書授受等 昭和６１年度文書処理簿 附属学校チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1987年度 附属学校チーム 文書授受等 昭和６２年度文書処理簿 附属学校チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1988年度 附属学校チーム 文書授受等 昭和６３年度文書処理簿 附属学校チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1989年度 附属学校チーム 文書授受等 平成元年度文書処理簿 附属学校チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1990年度 附属学校チーム 文書授受等 平成２年度文書処理簿 附属学校チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1991年度 附属学校チーム 文書授受等 平成３年度文書処理簿 附属学校チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1992年度 附属学校チーム 文書授受等 平成４年度文書処理簿 附属学校チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1993年度 附属学校チーム 文書授受等 平成５年度文書処理簿 附属学校チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1994年度 附属学校チーム 文書授受等 平成６年度文書処理簿 附属学校チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1995年度 附属学校チーム 文書授受等 平成７年度文書処理簿 附属学校チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1996年度 附属学校チーム 文書授受等 平成８年度文書処理簿 附属学校チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1997年度 附属学校チーム 文書授受等 平成９年度文書処理簿 附属学校チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 文書授受等 平成１８年度郵便物発送簿 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 文書授受等 平成１９年度郵便物発送簿 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 文書授受等 平成２０年度郵便物発送簿 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 文書授受等 平成２１年度郵便物発送簿 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 文書授受等 平成２２年度郵便物発送簿 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 文書授受等 平成２３年度郵便物発送簿 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2001年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１３年度学校基本調査 附属学校チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2002年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１４年度学校基本調査 附属学校チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2003年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１５年度学校基本調査 附属学校チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2004年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１６年度学校基本調査 附属学校チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2005年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１７年度学校基本調査 附属学校チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 文書授受等 平成１８年度学校基本調査 附属学校チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 文書授受等 平成１９年度学校基本調査 附属学校チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 文書授受等 平成２０年度学校基本調査 附属学校チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 文書授受等 平成２１年度学校基本調査 附属学校チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 文書授受等 平成２２年度学校基本調査 附属学校チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 文書授受等 平成２３年度学校基本調査 附属学校チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2001年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１３年度附属学校調査 附属学校チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2002年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１４年度附属学校調査 附属学校チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2003年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１５年度附属学校調査 附属学校チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2004年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１６年度附属学校調査 附属学校チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2005年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１７年度附属学校調査 附属学校チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１９年度附属学校調査 附属学校チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
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2006年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１８年度調査関係書類(事務局経由） 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１９年度調査関係書類(事務局経由） 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 調査・統計 平成２０年度調査関係書類(事務局経由） 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 調査・統計 平成２１年度調査関係書類(事務局経由） 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 調査・統計 平成２２年度調査関係書類(事務局経由） 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 調査・統計 平成２３年度調査関係書類(事務局経由） 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１８年度調査関係書類(附属独自） 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 調査・統計 平成１９年度調査関係書類(附属独自） 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 調査・統計 平成２０年度調査関係書類(附属独自） 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 調査・統計 平成２１年度調査関係書類(附属独自） 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 調査・統計 平成２２年度調査関係書類(附属独自） 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 調査・統計 平成２３年度調査関係書類(附属独自） 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 職員の研修 平成２３年度附属学校内地研修員 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2000年度 附属学校チーム 公用車運転登録 公用車運転登録関係書類 附属学校チーム 2001/4/1 常用 － 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 公用車運転登録 平成２１年度運行日誌 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 公用車運転登録 平成２２年度運行日誌 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 公用車運転登録 平成２３年度運行日誌 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２２年度在学証明関係書類 附属学校チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２２年度学割証明関係書類 附属学校チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２２年度通学証明関係書類 附属学校チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２３年度在学証明関係書類 附属学校チーム 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２３年度学割証明関係書類 附属学校チーム 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２３年度通学証明関係書類 附属学校チーム 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成１８年度成績証明関係書類 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成１９年度成績証明関係書類 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２０年度成績証明関係書類 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２１年度成績証明関係書類 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２２年度成績証明関係書類 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２３年度成績証明関係書類 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２２年度出停証明関係書類 附属学校チーム 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 各種諸証明等 平成２３年度出停証明関係書類 附属学校チーム 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1981年度 附属学校チーム 任免 昭和５６年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1982年度 附属学校チーム 任免 昭和５７年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1983年度 附属学校チーム 任免 昭和５８年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1984年度 附属学校チーム 任免 昭和５９年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1985年度 附属学校チーム 任免 昭和６０年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1986年度 附属学校チーム 任免 昭和６１年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1987年度 附属学校チーム 任免 昭和６２年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1988年度 附属学校チーム 任免 昭和６３年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1989年度 附属学校チーム 任免 平成元年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1990年度 附属学校チーム 任免 平成２年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1991年度 附属学校チーム 任免 平成３年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1992年度 附属学校チーム 任免 平成４年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1993年度 附属学校チーム 任免 平成５年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1994年度 附属学校チーム 任免 平成６年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1995年度 附属学校チーム 任免 平成７年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1996年度 附属学校チーム 任免 平成８年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1997年度 附属学校チーム 任免 平成９年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1998年度 附属学校チーム 任免 平成１０年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1999年度 附属学校チーム 任免 平成１１年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2000年度 附属学校チーム 任免 平成１２年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
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2001年度 附属学校チーム 任免 平成１３年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2002年度 附属学校チーム 任免 平成１４年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2003年度 附属学校チーム 任免 平成１５年度任免関係書類（附属学校教諭） 附属学校チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1998年度 附属学校チーム 任免 平成１０年度定員現員表 附属学校チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1999年度 附属学校チーム 任免 平成１１年度定員現員表 附属学校チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2000年度 附属学校チーム 任免 平成１２年度定員現員表 附属学校チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2001年度 附属学校チーム 任免 平成１３年度定員現員表 附属学校チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2002年度 附属学校チーム 任免 平成１４年度定員現員表 附属学校チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2003年度 附属学校チーム 任免 平成１５年度定員現員表 附属学校チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2001年度 附属学校チーム 給与 平成１３年度給与関係書類 附属学校チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2002年度 附属学校チーム 給与 平成１４年度給与関係書類 附属学校チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2003年度 附属学校チーム 給与 平成１５年度給与関係書類 附属学校チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１８年出勤簿 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１９年出勤簿 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２０年出勤簿 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２１年出勤簿 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２２年出勤簿 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２３年出勤簿 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１８年休暇簿 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１９年休暇簿 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２０年休暇簿 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２１年休暇簿 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２２年休暇簿 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２３年休暇簿 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１８年度職務専念義務免除関係 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１９年度職務専念義務免除関係 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２０年度職務専念義務免除関係 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２１年度職務専念義務免除関係 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２２年度職務専念義務免除関係 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２３年度職務専念義務免除関係 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１８年度勤務時間割振表 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１９年度勤務時間割振表 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２０年度勤務時間割振表 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２１年度勤務時間割振表 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２２年度勤務時間割振表 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２３年度勤務時間割振表 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１８年度超過勤務命令簿 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１９年度超過勤務命令簿 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２０年度超過勤務命令簿 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２１年度超過勤務命令簿 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２２年度超過勤務命令簿 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２３年度超過勤務命令簿 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１８年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１９年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２０年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２１年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２２年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２３年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１８年度研修願 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成１９年度研修願 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２０年度研修願 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
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2009年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２１年度研修願 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２２年度研修願 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 服務・勤務時間 平成２３年度研修願 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2000年度 附属学校チーム 職員の安全管理 安全管理関係 附属学校チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 教科書 平成１８年度教科書無償給与関係書類 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 教科書 平成１９年度教科書無償給与関係書類 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 教科書 平成２０年度教科書無償給与関係書類 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 教科書 平成２１年度教科書無償給与関係書類 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 教科書 平成２２年度教科書無償給与関係書類 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 教科書 平成２３年度教科書無償給与関係書類 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 教科書 平成１８年度教師用教科書関係書類 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 教科書 平成１９年度教師用教科書関係書類 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 教科書 平成２０年度教師用教科書関係書類 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 教科書 平成２１年度教師用教科書関係書類 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 教科書 平成２２年度教師用教科書関係書類 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 教科書 平成２３年度教師用教科書関係書類 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 保健 平成１８年度日本体育学校健康センター関係書類 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 保健 平成１９年度日本体育学校健康センター関係書類 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 保健 平成２０年度日本体育学校健康センター関係書類 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 保健 平成２１年度日本体育学校健康センター関係書類 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 保健 平成２２年度日本体育学校健康センター関係書類 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 保健 平成２３年度日本体育学校健康センター関係書類 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 給食 平成１８年度給食関係書類 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 給食 平成１９年度給食関係書類 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 給食 平成２０年度給食関係書類 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 給食 平成２１年度給食関係書類 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 給食 平成２２年度給食関係書類 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 給食 平成２３年度給食関係書類 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2001年度 附属学校チーム 国有財産関係 平成１３年度国有財産監守計画書 附属学校チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2002年度 附属学校チーム 国有財産関係 平成１４年度国有財産監守計画書 附属学校チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2003年度 附属学校チーム 国有財産関係 平成１５年度国有財産監守計画書 附属学校チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2004年度 附属学校チーム 国有財産関係 平成１６年度国有財産監守計画書 附属学校チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2005年度 附属学校チーム 国有財産関係 平成１７年度国有財産監守計画書 附属学校チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 国有財産関係 平成１８年度国有財産監守計画書 附属学校チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 国有財産関係 平成１９年度国有財産監守計画書 附属学校チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 国有財産関係 平成２０年度国有財産監守計画書 附属学校チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 国有財産関係 平成２１年度国有財産監守計画書 附属学校チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 国有財産関係 平成２２年度国有財産監守計画書 附属学校チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 国有財産関係 平成２３年度国有財産監守計画書 附属学校チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2001年度 附属学校チーム 防火管理 平成１３年度消防計画 附属学校チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2002年度 附属学校チーム 防火管理 平成１４年度消防計画 附属学校チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2003年度 附属学校チーム 防火管理 平成１５年度消防計画 附属学校チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2004年度 附属学校チーム 防火管理 平成１６年度消防計画 附属学校チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2005年度 附属学校チーム 防火管理 平成１７年度消防計画 附属学校チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 防火管理 平成１８年度消防計画 附属学校チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 防火管理 平成１９年度消防計画 附属学校チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 防火管理 平成２０年度消防計画 附属学校チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 防火管理 平成２１年度消防計画 附属学校チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 防火管理 平成２２年度消防計画 附属学校チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 防火管理 平成２３年度消防計画 附属学校チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 会計 平成１８年度特殊勤務手当 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
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2007年度 附属学校チーム 会計 平成１９年度特殊勤務手当 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 会計 平成２０年度特殊勤務手当 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 会計 平成２１年度特殊勤務手当 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 会計 平成２２年度特殊勤務手当 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 会計 平成２３年度特殊勤務手当 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2001年度 附属学校チーム 会計 平成１３年度概算要求関係 附属学校チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2002年度 附属学校チーム 会計 平成１４年度概算要求関係 附属学校チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2003年度 附属学校チーム 会計 平成１５年度概算要求関係 附属学校チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2004年度 附属学校チーム 会計 平成１６年度概算要求関係 附属学校チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2005年度 附属学校チーム 会計 平成１７年度概算要求関係 附属学校チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 会計 平成１８年度概算要求関係 附属学校チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 会計 平成１９年度概算要求関係 附属学校チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 会計 平成２０年度概算要求関係 附属学校チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 会計 平成２１年度概算要求関係 附属学校チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 会計 平成２２年度概算要求関係 附属学校チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 会計 平成２３年度概算要求関係 附属学校チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2001年度 附属学校チーム 会計 平成１３年度営繕要求関係 附属学校チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2002年度 附属学校チーム 会計 平成１４年度営繕要求関係 附属学校チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2003年度 附属学校チーム 会計 平成１５年度営繕要求関係 附属学校チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2004年度 附属学校チーム 会計 平成１６年度営繕要求関係 附属学校チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2005年度 附属学校チーム 会計 平成１７年度営繕要求関係 附属学校チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 会計 平成１８年度営繕要求関係 附属学校チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 会計 平成１９年度営繕要求関係 附属学校チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 会計 平成２０年度営繕要求関係 附属学校チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 会計 平成２１年度営繕要求関係 附属学校チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 会計 平成２２年度営繕要求関係 附属学校チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 会計 平成２３年度営繕要求関係 附属学校チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2006年度 附属学校チーム 会計 平成１８年度特殊教育就学奨励費関係 附属学校チーム 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2007年度 附属学校チーム 会計 平成１９年度特殊教育就学奨励費関係 附属学校チーム 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2008年度 附属学校チーム 会計 平成２０年度特殊教育就学奨励費関係 附属学校チーム 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2009年度 附属学校チーム 会計 平成２１年度特殊教育就学奨励費関係 附属学校チーム 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 会計 平成２２年度特殊教育就学奨励費関係 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 会計 平成２３年度特殊教育就学奨励費関係 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2010年度 附属学校チーム 会計 平成２２年度高等学校等就学支援金関係 附属学校チーム 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
2011年度 附属学校チーム 会計 平成２３年度高等学校等就学支援金関係 附属学校チーム 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属学校事務長 廃棄
1972年度 総務 会議等 教授会 医学系研究科チーム 1973/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1972年度 総務 会議等 研究科委員会 医学系研究科チーム 1973/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 会議等 昭和59年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 会議等 昭和60年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 会議等 昭和61年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 会議等 昭和62年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 会議等 昭和63年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 会議等 平成元年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 会議等 平成2年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 会議等 平成3年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 会議等 平成4年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 会議等 平成5年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 会議等 平成6年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 会議等 平成7年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 会議等 平成8年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 会議等 平成9年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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1998年度 総務 会議等 平成10年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 会議等 平成11年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 会議等 平成12年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 会議等 平成13年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 会議等 平成14年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 平成15年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 会議等 平成16年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 会議等 平成17年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 会議等 平成18年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 会議等 平成19年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 会議等 平成20年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 会議等 平成21年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 会議等 平成22年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 会議等 平成23年度医学系研究科医学部運営連絡会議 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 会議等 平成12年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 会議等 平成13年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 会議等 平成14年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 平成15年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 会議等 平成16年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 会議等 平成17年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 会議等 平成18年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 会議等 平成19年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 会議等 平成20年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 会議等 平成21年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 会議等 平成22年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 会議等 平成23年度看護学科会議 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 会議等 平成9年度看護学科教官会議 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 会議等 平成10年度看護学科教官会議 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 会議等 平成11年度看護学科教官会議 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 会議等 平成12年度看護学科教官会議 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度医学部国際交流委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度医学部国際交流委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度医学部国際交流委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成16年度医学部国際交流委員会 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成17年度医学部国際交流委員会 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成18年度医学部国際交流委員会 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成19年度医学部国際交流委員会 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成20年度医学部国際交流委員会 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成21年度医学部国際交流委員会 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1972年度 総務 学位記 学位記台帳 医学系研究科チーム 1973/4/1 30年 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 発明 平成13年度発明関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 発明 平成14年度発明関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 発明 平成15年度発明関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 外国の大学との学術交流 学部間協定関係書類 医学系研究科チーム 1999/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度自己点検・評価委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度自己点検・評価委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度自己点検・評価委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成16年度自己点検・評価委員会 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成17年度自己点検・評価委員会 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成18年度自己点検・評価委員会 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成19年度自己点検・評価委員会 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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2008年度 総務 各種委員会等 平成20年度自己点検・評価委員会 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成21年度自己点検・評価委員会 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成22年度自己点検・評価委員会 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度研究倫理委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度研究倫理委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度研究倫理委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成16年度研究倫理委員会 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成17年度研究倫理委員会 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成18年度研究倫理委員会 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成19年度研究倫理委員会 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成20年度研究倫理委員会 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成21年度研究倫理委員会 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成22年度研究倫理委員会 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成23年度研究倫理委員会 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度臓器移植に関する実務検討委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度臓器移植に関する実務検討委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度臓器移植に関する実務検討委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度医学部・附属病院将来構想委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度医学部・附属病院将来構想委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度医学部・附属病院将来構想委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成16年度医学部・附属病院将来構想委員会 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成17年度医学部・附属病院将来構想委員会 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成18年度医学部･附属病院将来構想委員会 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成19年度医学部・附属病院将来構想委員会 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成20年度医学部・附属病院将来構想委員会 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成21年度医学部・附属病院将来構想委員会 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成22年度医学部・附属病院将来構想委員会 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成23年度医学部・附属病院将来構想委員会 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 設置・資格認定 平成11年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 設置・資格認定 平成12年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 設置・資格認定 平成13年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 設置・資格認定 平成14年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 設置・資格認定 平成15年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 設置・資格認定 平成16年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 設置・資格認定 平成17年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 設置・資格認定 平成18年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 設置・資格認定 平成19年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 設置・資格認定 平成20年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 設置・資格認定 平成21年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 設置・資格認定 平成22年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 設置・資格認定 平成23年度設置関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善に係る検討状況 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善等に係る検討状況関係書類 医学系研究科チーム 1991/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 規　程 昭和56年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 規　程 昭和57年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 規　程 昭和58年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 規　程 昭和59年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 規　程 昭和60年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 規　程 昭和61年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 規　程 昭和62年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 規　程 昭和63年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 規　程 平成元年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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1990年度 総務 規　程 平成2年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 規　程 平成3年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 規　程 平成4年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 規　程 平成5年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 規　程 平成6年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 規　程 平成7年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 規　程 平成8年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 規　程 平成9年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 規　程 平成10年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 規　程 平成11年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 規　程 平成12年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 規　程 平成13年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 規　程 平成14年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 規　程 平成15年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 規　程 平成16年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 規　程 平成17年度医学部及び医学部附属病院規則集 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 規　程 平成18年度医学部・医学系研究科規則集 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 規　程 平成19年度医学部・医学系研究科規則集 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 規　程 平成20年度医学部・医学系研究科規則集 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 規　程 平成21年度医学部・医学系研究科規則集 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 規　程 平成22年度医学部・医学系研究科規則集 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 規　程 平成23年度医学部・医学系研究科規則集 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 規　程 昭和56年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 規　程 昭和57年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 規　程 昭和58年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 規　程 昭和59年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 規　程 昭和60年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 規　程 昭和61年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 規　程 昭和62年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 規　程 昭和63年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 規　程 平成元年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 規　程 平成2年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 規　程 平成3年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 規　程 平成4年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 規　程 平成5年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 規　程 平成6年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 規　程 平成7年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 規　程 平成8年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 規　程 平成9年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 規　程 平成10年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 規　程 平成11年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 規　程 平成12年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 規　程 平成13年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 規　程 平成14年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 規　程 平成15年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 規　程 平成16年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 規　程 平成17年度学内規程等関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 規　程 平成18年度学内規定等関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 規　程 平成19年度学内規定等関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 規　程 平成20年度学内規定等関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 規　程 平成21年度学内規定等関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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2010年度 総務 規　程 平成22年度学内規定等関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 規　程 平成23年度学内規定等関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1972年度 総務 公　印 公印作成・改刻・廃止関係書類 医学系研究科チーム 1973/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 調査・統計 平成13年度学校基本調査 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 調査・統計 平成14年度学校基本調査 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 調査・統計 平成15年度学校基本調査 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 調査・統計 平成16年度学校基本調査 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 調査・統計 平成17年度学校基本調査 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 調査・統計 平成18年度学校基本調査 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 調査・統計 平成19年度学校基本調査 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 調査・統計 平成20年度学校基本調査 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 調査・統計 平成21年度学校基本調査 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 調査・統計 平成22年度学校基本調査 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 調査・統計 平成23年度学校基本調査 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1972年度 総務 広　報 医学部ニュース（保存用） 医学系研究科チーム 1973/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 広　報 病院ニュース（保存用） 医学系研究科チーム 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度教官特昇検討委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度教官特昇検討委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度教官特昇検討委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度長期定員問題委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度長期定員問題委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度長期定員問題委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成13年度教官候補者選考委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成14年度教官候補者選考委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成15年度教官候補者選考委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成16年度教官候補者選考委員会 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成17年度教官候補者選考委員会 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成18年度教官候補者選考委員会 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成19年度教官候補者選考委員会 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成20年度教官候補者選考委員会 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成21年度教官候補者選考委員会 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成22年度教官候補者選考委員会 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成23年度教官候補者選考委員会 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 任免 昭和56年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 任免 昭和57年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 任免 昭和58年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 任免 昭和59年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 任免 昭和60年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 任免 昭和61年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和62年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 任免 昭和63年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成2年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成3年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成4年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成5年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成6年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成7年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成8年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成9年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成10年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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1999年度 総務 任免 平成11年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成12年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成15年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度任免関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任命 平成18年度任命関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任命 平成19年度任命関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度任命関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度任命関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成22年度任命関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成23年度任命関係書類（定員内職員） 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度任免関係書類（非常勤職員） 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度任免関係書類（非常勤職員） 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成15年度任免関係書類（非常勤職員） 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度任免関係書類（非常勤職員） 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度任免関係書類（非常勤職員） 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度任免関係書類（非常勤講師） 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度任免関係書類（非常勤講師） 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成15年度任免関係書類（非常勤講師） 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度任免関係書類（非常勤講師） 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度任免関係書類（非常勤講師） 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成18年度任命関係書類（非常勤講師） 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成19年度任命関係書類（非常勤講師） 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度任命関係書類（非常勤講師） 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度任命関係書類（非常勤講師） 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成22年度任命関係書類（非常勤講師） 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成23年度任命関係書類（非常勤講師） 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 任免 昭和56年度定員現員表 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 任免 昭和57年度定員現員表 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 任免 昭和58年度定員現員表 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 任免 昭和59年度定員現員表 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 任免 昭和60年度定員現員表 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 任免 昭和61年度定員現員表 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和62年度定員現員表 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 任免 昭和63年度定員現員表 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度定員現員表 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成2年度定員現員表 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成3年度定員現員表 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成4年度定員現員表 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成5年度定員現員表 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成6年度定員現員表 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成7年度定員現員表 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成8年度定員現員表 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成9年度定員現員表 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成10年度定員現員表 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成11年度定員現員表 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成12年度定員現員表 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度定員現員表 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度定員現員表 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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2003年度 総務 任免 平成15年度定員現員表 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度定員現員表 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度定員現員表 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成18年度定員現員表 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成19年度定員現員表 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度定員現員表 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度定員現員表 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成22年度定員現員表 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成23年度定員現員表 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成15年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度クリニカル･プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成18年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成19年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任命 平成22年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任命 平成23年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1972年度 総務 任免 人事記録（パート職員） 医学系研究科チーム 1973/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度Ｔ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度Ｔ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成15年度Ｔ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度Ｔ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度Ｔ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成18年度Ｔ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成19年度Ｔ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度Ｔ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度Ｔ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任命 平成22年度Ｔ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任命 平成23年度Ｔ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成13年度Ｒ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成14年度Ｒ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成15年度Ｒ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成16年度Ｒ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成17年度Ｒ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成18年度Ｒ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成19年度Ｒ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成20年度Ｒ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成21年度Ｒ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成22年度Ｒ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成23年度Ｒ・Ａ関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 給与 平成13年度給与関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 給与 平成14年度給与関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 給与 平成15年度給与関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 給与 平成16年度給与関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 給与 平成17年度給与関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 給与 平成18年度給与関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 給与 平成19年度給与関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 給与 平成20年度給与関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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2009年度 総務 給与 平成21年度給与関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 給与 平成22年度給与関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 給与 平成23年度給与関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 名誉教授 昭和56年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 名誉教授 昭和57年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 名誉教授 昭和58年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 名誉教授 昭和59年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 名誉教授 昭和60年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 名誉教授 昭和61年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 名誉教授 昭和62年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 名誉教授 昭和63年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 名誉教授 平成元年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 名誉教授 平成2年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 名誉教授 平成3年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 名誉教授 平成4年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 名誉教授 平成5年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 名誉教授 平成6年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 名誉教授 平成7年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 名誉教授 平成8年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 名誉教授 平成9年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 名誉教授 平成10年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 名誉教授 平成11年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 名誉教授 平成12年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 名誉教授 平成13年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 名誉教授 平成14年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 名誉教授 平成15年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 名誉教授 平成16年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 名誉教授 平成17年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 名誉教授 平成18年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 名誉教授 平成19年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 名誉教授 平成20年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 名誉教授 平成21年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 名誉教授 平成22年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 名誉教授 平成23年度名誉教授関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 営利企業 平成13年度営利企業就職関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 営利企業 平成14年度営利企業就職関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 営利企業 平成15年度営利企業就職関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 営利企業 平成16年度営利企業就職関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 営利企業 平成17年度営利企業就職関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 営利企業 平成18年度営利企業就職関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 営利企業 平成19年度営利企業就職関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 営利企業 平成20年度営利企業就職関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 営利企業 平成21年度営利企業就職関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 営利企業 平成22年度営利企業就職関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 営利企業 平成23年度営利企業就職関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 栄典・表彰 昭和56年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 栄典・表彰 昭和57年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 栄典・表彰 昭和58年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 栄典・表彰 昭和59年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 栄典・表彰 昭和60年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 栄典・表彰 昭和61年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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1987年度 総務 栄典・表彰 昭和62年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 栄典・表彰 昭和63年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 栄典・表彰 平成元年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 栄典・表彰 平成2年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 栄典・表彰 平成3年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 栄典・表彰 平成4年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 栄典・表彰 平成5年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 栄典・表彰 平成6年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 栄典・表彰 平成7年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 栄典・表彰 平成8年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 栄典・表彰 平成9年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 栄典・表彰 平成10年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 栄典・表彰 平成11年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 栄典・表彰 平成12年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 栄典・表彰 平成13年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 栄典・表彰 平成14年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 栄典・表彰 平成15年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 栄典・表彰 平成16年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 栄典・表彰 平成17年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 栄典・表彰 平成18年度叙位・叙勲・褒章関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 栄典・表彰 昭和56年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 栄典・表彰 昭和57年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 栄典・表彰 昭和58年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 栄典・表彰 昭和59年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 栄典・表彰 昭和60年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 栄典・表彰 昭和61年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 栄典・表彰 昭和62年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 栄典・表彰 昭和63年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 栄典・表彰 平成13年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 栄典・表彰 平成14年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 栄典・表彰 平成15年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 栄典・表彰 平成16年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 栄典・表彰 平成17年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 栄典・表彰 平成18年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 栄典・表彰 平成19年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 栄典・表彰 平成20年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 栄典・表彰 平成21年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 栄典・表彰 平成22年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 栄典・表彰 平成23年度表彰関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 儀式 平成14年度解剖体感謝式 医学部総務課総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 儀式 平成15年度解剖体感謝式 医学部総務課総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 儀式 平成16年度解剖体感謝式 医学部総務課総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 儀式 平成17年度解剖体感謝式 医学部総務課総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 儀式 平成18年度解剖体感謝式 医学部総務課総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 儀式 平成19年度解剖体感謝式 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 儀式 平成20年度解剖体感謝式 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 儀式 平成21年度解剖体感謝式 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 儀式 平成22年度解剖体感謝式 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 儀式 平成23年度解剖体感謝式 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 自己点検・評価 医学部等自己点検・評価報告書（保存用） 医学系研究科チーム 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 監守 平成14年度国有財産監守計画 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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2003年度 総務 監守 平成15年度国有財産監守計画 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 監守 平成16年度国有財産監守計画 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 監守 平成17年度国有財産監守計画 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 監守 平成18年度国有財産監守計画 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 監守 平成19年度国有財産監守計画 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 監守 平成20年度国有財産監守計画 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 監守 平成21年度国有財産監守計画 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 監守 平成22年度国有財産監守計画 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 監守 平成23年度国有財産監守計画 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成14年度消防計画書 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成15年度消防計画書 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 防火管理、消防 平成16年度消防計画書 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 防火管理、消防 平成17年度消防計画書 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 防火管理、消防 平成18年度消防計画書 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 防火管理、消防 平成19年度消防計画書 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 防火管理、消防 平成20年度消防計画書 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 防火管理、消防 平成21年度消防計画書 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 防火管理、消防 平成22年度消防計画書 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 防火管理、消防 平成23年度消防計画書 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 系統解剖 平成13年度系統解剖関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 系統解剖 平成14年度系統解剖関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 系統解剖 平成15年度系統解剖関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 系統解剖 平成16年度系統解剖関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 系統解剖 平成17年度系統解剖関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 病理解剖 平成13年度病理解剖関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 病理解剖 平成14年度病理解剖関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 病理解剖 平成15年度病理解剖関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 病理解剖 平成16年度病理解剖関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 病理解剖 平成17年度病理解剖関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 病理解剖 平成18年度病理解剖関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 病理解剖 平成19年度病理解剖関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 病理解剖 平成20年度病理解剖関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 病理解剖 平成21年度病理解剖関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 病理解剖 平成22年度病理解剖関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 病理解剖 平成23年度病理解剖関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成13年度教務委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成14年度教務委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成15年度教務委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 平成16年度教務委員会 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 平成17年度教務委員会 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 平成18年度教務委員会 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 各種委員会等 平成19年度教務委員会 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 平成20年度教務委員会 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成21年度教務委員会 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 平成22年度教務委員会 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 平成23年度教務委員会 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成13年度医学部入学試験委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成14年度医学部入学試験委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成15年度医学部入学試験委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分変更 昭和56年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分変更 昭和57年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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1983年度 学務 学生身分変更 昭和58年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分変更 昭和59年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分変更 昭和60年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分変更 昭和61年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分変更 昭和62年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分変更 昭和63年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成3年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成4年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成5年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成6年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成7年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成8年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成9年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成10年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成11年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成12年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成13年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成14年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成15年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成16年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成17年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成18年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成19年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成20年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成21年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成22年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成23年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分変更 昭和56年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分変更 昭和57年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分変更 昭和58年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分変更 昭和59年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分変更 昭和60年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分変更 昭和61年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分変更 昭和62年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分変更 昭和63年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成3年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成4年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成5年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成6年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成7年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成8年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成9年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成10年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成11年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成12年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成13年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成14年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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2003年度 学務 学生身分変更 平成15年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成16年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成17年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成18年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成19年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成20年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成21年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成22年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成23年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分変更 昭和56年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分変更 昭和57年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分変更 昭和58年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分変更 昭和59年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分変更 昭和60年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分変更 昭和61年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分変更 昭和62年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分変更 昭和63年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成3年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成4年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成5年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成6年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成7年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成8年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成9年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成10年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成11年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成12年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成13年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成14年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成15年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成16年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成17年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成18年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成19年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成20年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成21年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成22年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成23年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分変更 昭和61年度除籍者関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分変更 昭和62年度除籍者関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度除籍者関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度除籍者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成7年度除籍者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成11年度除籍者関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成11年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成12年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成13年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成17年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄

210 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2006年度 学務 学生身分変更 平成18年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成19年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成20年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成21年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成22年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成23年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 訴訟 平成3年度学生訴訟 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 訴訟 平成11年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 訴訟 平成12年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 訴訟 平成13年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 訴訟 平成14年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 訴訟 平成15年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 訴訟 平成16年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 訴訟 平成17年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 訴訟 平成18年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 訴訟 平成19年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 訴訟 平成20年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 訴訟 平成21年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 訴訟 平成22年度学生訴訟 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1950年度 学務 学　籍 学籍簿 医学系研究科チーム 1951/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 非正規生 昭和56年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 非正規生 昭和57年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 非正規生 昭和58年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 非正規生 昭和59年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 非正規生 昭和60年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生 昭和61年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生 昭和62年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生 昭和63年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生 平成元年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生 平成2年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生 平成3年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生 平成4年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生 平成5年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生 平成6年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生 平成7年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生 平成8年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生 平成9年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生 平成10年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生 平成11年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生 平成12年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生 平成13年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生 平成14年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生 平成15年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生 平成16年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生 平成17年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生 平成18年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生 平成19年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生 平成20年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生 平成21年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生 平成22年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生 平成23年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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1981年度 学務 非正規生 昭和56年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 非正規生 昭和57年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 非正規生 昭和58年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 非正規生 昭和59年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 非正規生 昭和60年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生 昭和61年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生 昭和62年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生 昭和63年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生 平成元年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生 平成2年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生 平成3年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生 平成4年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生 平成5年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生 平成6年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生 平成7年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生 平成8年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生 平成9年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生 平成10年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生 平成11年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生 平成12年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生 平成13年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生 平成14年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生 平成15年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生 平成16年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生 平成17年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生 平成18年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生 平成19年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生 平成20年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生 平成21年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生 平成22年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生 平成23年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 卒　業 昭和56年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 卒　業 昭和57年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 卒　業 昭和58年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 卒　業 昭和59年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 卒　業 昭和60年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 卒　業 昭和61年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 卒　業 昭和62年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 卒　業 昭和63年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 卒　業 平成元年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 卒　業 平成2年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 平成3年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 平成4年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 平成5年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 平成6年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 平成7年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 平成8年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 平成9年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 平成10年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 平成11年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 平成12年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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2001年度 学務 卒　業 平成13年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 平成14年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 平成15年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 卒　業 平成16年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 平成17年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 平成18年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 平成19年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 平成20年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 平成21年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 卒　業 平成22年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 平成23年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 卒　業 昭和56年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 卒　業 昭和57年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 卒　業 昭和58年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 卒　業 昭和59年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 卒　業 昭和60年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 卒　業 昭和61年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 卒　業 昭和62年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 卒　業 昭和63年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 卒　業 平成元年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 卒　業 平成2年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 平成3年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 平成4年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 平成5年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 平成6年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 平成7年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 平成8年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 平成9年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 平成10年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 平成11年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 平成12年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 平成13年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 平成14年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 平成15年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 卒　業 平成16年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 平成17年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 平成18年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 平成19年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 平成20年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 平成21年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 卒　業 平成22年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 平成23年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成13年度学生委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成14年度学生委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成15年度学生委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 平成16年度学生委員会 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 平成17年度学生委員会 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 平成18年度学生委員会 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 各種委員会等 平成19年度学生委員会 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 平成20年度学生委員会 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成21年度学生委員会 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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2010年度 学務 各種委員会等 平成22年度学生委員会 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 平成23年度学生委員会 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 日本育英会 平成13年度育英会授与学生名簿 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 日本育英会 平成14年度育英会授与学生名簿 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 日本育英会 平成15年度育英会授与学生名簿 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生教育災害傷害 平成13年度学生加入者名簿 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生教育災害傷害 平成14年度学生加入者名簿 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生教育災害傷害 平成15年度学生加入者名簿 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生教育災害傷害 平成16年度学生加入者名簿 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生教育災害傷害 平成17年度学生加入者名簿 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生教育災害傷害 平成18年度学生加入者名簿 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生教育災害傷害 平成19年度学生加入者名簿 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生教育災害傷害 平成20年度学生加入者名簿 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生教育災害傷害 平成21年度学生加入者名簿 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生教育災害傷害 平成22年度学生加入者名簿 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生教育災害傷害 平成23年度学生加入者名簿 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 留学生 平成13年度留学生名簿 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 留学生 平成14年度留学生名簿 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 留学生 平成15年度留学生名簿 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 留学生 平成13年度留学生個人調書 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 留学生 平成14年度留学生個人調書 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 留学生 平成15年度留学生個人調書 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 賞　罰 平成5年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 賞　罰 平成6年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 賞　罰 平成7年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 賞　罰 平成8年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 賞　罰 平成9年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 賞　罰 平成10年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 賞　罰 平成11年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 賞　罰 平成12年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 賞　罰 平成13年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 賞　罰 平成14年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 賞　罰 平成15年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 賞　罰 平成16年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 賞　罰 平成17年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 賞　罰 平成18年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 賞　罰 平成19年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 賞　罰 平成20年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 賞　罰 平成21年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 賞　罰 平成22年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 賞　罰 平成23年度表彰者関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 住　所 平成13年度学生名簿 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 住　所 平成14年度学生名簿 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 住　所 平成15年度学生名簿 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 住　所 平成16年度学生名簿 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 住　所 平成17年度学生名簿 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 住　所 平成18年度学生名簿 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 住　所 平成19年度学生名簿 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 住　所 平成20年度学生名簿 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 住　所 平成21年度学生名簿 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 住　所 平成22年度学生名簿 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄

214 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2011年度 学務 住　所 平成23年度学生名簿 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 住　所 平成13年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 住　所 平成14年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 住　所 平成15年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 住　所 平成16年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 住　所 平成17年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 住　所 平成18年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 住　所 平成19年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 住　所 平成20年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 住　所 平成21年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 住　所 平成22年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 住　所 平成23年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 生　活 平成13年度学生調書関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 生　活 平成14年度学生調書関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 生　活 平成15年度学生調書関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 生　活 平成16年度学生調書関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 生　活 平成17年度学生調書関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 生　活 平成18年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 生　活 平成19年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 生　活 平成20年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 生　活 平成21年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 生　活 平成22年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 生　活 平成23年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成13年度教務委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成14年度教務委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成15年度教務委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 平成16年度教務委員会 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 平成17年度教務委員会 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 平成18年度教務委員会 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 各種委員会等 平成19年度教務委員会 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 平成20年度教務委員会 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成21年度教務委員会 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 平成22年度教務委員会 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 平成23年度教務委員会 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分変更 昭和56年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分変更 昭和57年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分変更 昭和58年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分変更 昭和59年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分変更 昭和60年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分変更 昭和61年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分変更 昭和62年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分変更 昭和63年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成3年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成4年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成5年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成6年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成7年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成8年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成9年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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1998年度 学務 学生身分変更 平成10年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分変更 昭和56年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分変更 昭和57年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分変更 昭和58年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分変更 昭和59年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分変更 昭和60年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分変更 昭和61年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分変更 昭和62年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分変更 昭和63年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成3年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成4年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成5年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成6年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成7年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成8年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成9年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成10年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分変更 昭和56年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分変更 昭和57年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分変更 昭和58年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分変更 昭和59年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分変更 昭和60年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分変更 昭和61年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分変更 昭和62年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分変更 昭和63年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成3年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成4年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成5年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成6年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成7年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成8年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成9年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成10年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分変更 昭和61年度除籍者関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分変更 昭和62年度除籍者関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度除籍者関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度除籍者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成7年度除籍者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度懲戒者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1950年度 学務 学　籍 学籍簿 医学系研究科チーム 1951/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 非正規生 昭和56年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 非正規生 昭和57年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 非正規生 昭和58年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 非正規生 昭和59年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 非正規生 昭和60年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生 昭和61年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生 昭和62年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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1988年度 学務 非正規生 昭和63年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生 平成元年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生 平成2年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生 平成3年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生 平成4年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生 平成5年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生 平成6年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生 平成7年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生 平成8年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生 平成9年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生 平成10年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生 平成11年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生 平成12年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生 平成13年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生 平成14年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生 平成15年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生 平成16年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生 平成17年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生 平成18年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生 平成19年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生 平成20年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生 平成21年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生 平成22年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生 平成23年度研究生関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 非正規生 昭和56年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 非正規生 昭和57年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 非正規生 昭和58年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 非正規生 昭和59年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 非正規生 昭和60年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生 昭和61年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生 昭和62年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生 昭和63年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生 平成元年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生 平成2年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生 平成3年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生 平成4年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生 平成5年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生 平成6年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生 平成7年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生 平成8年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生 平成9年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生 平成10年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生 平成11年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生 平成12年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生 平成13年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生 平成14年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生 平成15年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生 平成16年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生 平成17年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生 平成18年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生 平成19年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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2008年度 学務 非正規生 平成20年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生 平成21年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生 平成22年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生 平成23年度科目等履修生関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 卒　業 昭和56年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 卒　業 昭和57年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 卒　業 昭和58年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 卒　業 昭和59年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 卒　業 昭和60年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 卒　業 昭和61年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 卒　業 昭和62年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 卒　業 昭和63年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 卒　業 平成元年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 卒　業 平成2年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 平成3年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 平成4年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 平成5年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 平成6年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 平成7年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 平成8年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 平成9年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 平成10年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 平成11年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 平成12年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 平成13年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 平成14年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 平成15年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 卒　業 平成16年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 平成17年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 平成18年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 平成19年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 平成20年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 平成21年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 卒　業 平成22年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 平成23年度学位授与申請者名簿 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 卒　業 昭和56年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 卒　業 昭和57年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 卒　業 昭和58年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 卒　業 昭和59年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 卒　業 昭和60年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 卒　業 昭和61年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 卒　業 昭和62年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 卒　業 昭和63年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 卒　業 平成元年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 卒　業 平成2年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 平成3年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 平成4年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 平成5年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 平成6年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 平成7年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 平成8年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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1997年度 学務 卒　業 平成9年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 平成10年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 平成11年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 平成12年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 平成13年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 平成14年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 平成15年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 卒　業 平成16年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 平成17年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 平成18年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 平成19年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 平成20年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 平成21年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 卒　業 平成22年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 平成23年度卒業判定資料 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 住　所 平成13年度学生名簿 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 住　所 平成14年度学生名簿 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 住　所 平成15年度学生名簿 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 住　所 平成13年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 住　所 平成14年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 住　所 平成15年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 住　所 平成16年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 住　所 平成17年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 住　所 平成18年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 住　所 平成19年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 住　所 平成20年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 住　所 平成21年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 住　所 平成22年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 住　所 平成23年度住所関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 生　活 平成13年度学生調書関係書類 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 生　活 平成14年度学生調書関係書類 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 生　活 平成15年度学生調書関係書類 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 生　活 平成16年度学生調書関係書類 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 生　活 平成17年度学生調書関係書類 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 生　活 平成18年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 生　活 平成19年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 生　活 平成20年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 生　活 平成21年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 生　活 平成22年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 生　活 平成23年度学生調査関係書類 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成13年度大学院委員会 医学系研究科チーム 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成14年度大学院委員会 医学系研究科チーム 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成15年度大学院委員会 医学系研究科チーム 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 平成16年度大学院委員会 医学系研究科チーム 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 平成17年度大学院委員会 医学系研究科チーム 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 平成18年度大学院委員会 医学系研究科チーム 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 各種委員会等 平成19年度大学院委員会 医学系研究科チーム 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 平成20年度大学院委員会 医学系研究科チーム 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成21年度大学院委員会 医学系研究科チーム 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 平成22年度大学院委員会 医学系研究科チーム 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 平成23年度大学院委員会 医学系研究科チーム 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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1981年度 学務 学生身分変更 昭和56年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分変更 昭和57年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分変更 昭和58年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分変更 昭和59年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分変更 昭和60年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分変更 昭和61年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分変更 昭和62年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分変更 昭和63年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成3年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成4年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成5年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成6年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成7年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成8年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成9年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成10年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成11年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成12年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成13年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成14年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成15年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成16年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成17年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成18年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成19年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成20年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成21年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成22年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成23年度休学者関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分変更 昭和56年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分変更 昭和57年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分変更 昭和58年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分変更 昭和59年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分変更 昭和60年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分変更 昭和61年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分変更 昭和62年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分変更 昭和63年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成3年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成4年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成5年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成6年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成7年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成8年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成9年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成10年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成11年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成12年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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2001年度 学務 学生身分変更 平成13年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成14年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成15年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成16年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成17年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成18年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成19年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成20年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成21年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成22年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成23年度復学者関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分変更 昭和56年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分変更 昭和57年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分変更 昭和58年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分変更 昭和59年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分変更 昭和60年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分変更 昭和61年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分変更 昭和62年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分変更 昭和63年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成2年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成3年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成4年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成5年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成6年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成7年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成8年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成9年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成10年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成11年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成12年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成13年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成14年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成15年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成16年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成17年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成18年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成19年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成20年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成21年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成22年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成23年度退学者関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1959年度 学務 学籍・論文 学籍簿 医学系研究科チーム 1960/4/1 常用 － 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学籍・論文 昭和56年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学籍・論文 昭和57年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学籍・論文 昭和58年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学籍・論文 昭和59年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学籍・論文 昭和60年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学籍・論文 昭和61年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学籍・論文 昭和62年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学籍・論文 昭和63年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄

221 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

1989年度 学務 学籍・論文 平成元年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学籍・論文 平成2年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学籍・論文 平成3年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学籍・論文 平成4年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学籍・論文 平成5年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学籍・論文 平成6年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学籍・論文 平成7年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学籍・論文 平成8年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学籍・論文 平成9年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学籍・論文 平成10年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学籍・論文 平成11年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学籍・論文 平成12年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学籍・論文 平成13年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学籍・論文 平成14年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学籍・論文 平成15年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学籍・論文 平成16年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学籍・論文 平成17年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学籍・論文 平成18年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学籍・論文 平成19年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学籍・論文 平成20年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学籍・論文 平成21年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学籍・論文 平成22年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学籍・論文 平成23年度学位論文審査関係 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学籍・論文 昭和56年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学籍・論文 昭和57年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学籍・論文 昭和58年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学籍・論文 昭和59年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学籍・論文 昭和60年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学籍・論文 昭和61年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学籍・論文 昭和62年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学籍・論文 昭和63年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学籍・論文 平成元年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学籍・論文 平成2年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学籍・論文 平成3年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学籍・論文 平成4年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学籍・論文 平成5年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学籍・論文 平成6年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学籍・論文 平成7年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学籍・論文 平成8年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学籍・論文 平成9年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学籍・論文 平成10年度授与者名簿 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学籍・論文 平成11年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学籍・論文 平成12年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学籍・論文 平成13年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学籍・論文 平成14年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学籍・論文 平成15年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学籍・論文 平成16年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学籍・論文 平成17年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学籍・論文 平成18年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学籍・論文 平成19年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学籍・論文 平成20年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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2009年度 学務 学籍・論文 平成21年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学籍・論文 平成22年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学籍・論文 平成23年度授与者名簿 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 非正規生 昭和56年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 非正規生 昭和57年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 非正規生 昭和58年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 非正規生 昭和59年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 非正規生 昭和60年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生 昭和61年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生 昭和62年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生 昭和63年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生 平成元年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生 平成2年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生 平成3年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生 平成4年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生 平成5年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生 平成6年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生 平成7年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生 平成8年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生 平成9年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生 平成10年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生 平成11年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生 平成12年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生 平成13年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生 平成14年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生 平成15年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生 平成16年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生 平成17年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生 平成18年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生 平成19年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生 平成20年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生 平成21年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生 平成22年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生 平成23年度特別聴講学生関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 非正規生 昭和56年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 非正規生 昭和57年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 非正規生 昭和58年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 非正規生 昭和59年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 非正規生 昭和60年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生 昭和61年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生 昭和62年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生 昭和63年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生 平成元年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生 平成2年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生 平成3年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生 平成4年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生 平成5年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生 平成6年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生 平成7年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生 平成8年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生 平成9年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
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1998年度 学務 非正規生 平成10年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生 平成11年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生 平成12年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生 平成13年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生 平成14年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生 平成15年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生 平成16年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生 平成17年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生 平成18年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生 平成19年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生 平成20年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生 平成21年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生 平成22年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生 平成23年度特別研究学生関係綴 医学系研究科チーム 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 医学系研究科事務長 廃棄
1973年度 庶務 会議等 科長会議 医学部総務課総務係 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 庶務 会議等 平成13度企画運営会議 病院事務部総務課総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 庶務 会議等 平成14度企画運営会議 病院事務部総務課総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 庶務 会議等 平成15度企画運営会議 病院事務部総務課総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 庶務 会議等 平成16度企画運営会議 病院事務部総務課総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 庶務 会議等 平成17度企画運営会議 病院事務部総務課総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 庶務 会議等 平成18度企画運営会議 病院事務部総務課総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 庶務 会議等 平成19度企画運営会議 病院事務部総務課総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 庶務 会議等 平成20度企画運営会議 病院事務部総務課総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 庶務 会議等 平成21度企画運営会議 病院事務部総務課総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 庶務 会議等 平成22度企画運営会議 病院事務部総務課総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 庶務 会議等 平成23度企画運営会議 病院事務部総務課総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 庶務 各種委員会等 平成13年度附属病院運営合理化委員会 病院事務部総務課総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 庶務 各種委員会等 平成14年度附属病院運営合理化委員会 病院事務部総務課総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 庶務 各種委員会等 平成15年度附属病院運営合理化委員会 病院事務部総務課総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 庶務 各種委員会等 平成13年度病院防災検討委員会 病院事務部総務課総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 庶務 各種委員会等 平成14年度病院防災検討委員会 病院事務部総務課総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 庶務 各種委員会等 平成15年度病院防災検討委員会 病院事務部総務課総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 庶務 各種委員会等 平成16年度病院防災検討委員会 病院事務部総務課総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 庶務 各種委員会等 平成17年度病院防災検討委員会 病院事務部総務課総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 庶務 各種委員会等 平成18年度病院防災検討委員会 病院事務部総務課総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 庶務 各種委員会等 平成19年度病院防災検討委員会 病院事務部総務課総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 庶務 各種委員会等 平成20年度病院防災検討委員会 病院事務部総務課総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 庶務 各種委員会等 平成21年度病院防災検討委員会 病院事務部総務課総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 庶務 各種委員会等 平成22年度病院防災検討委員会 病院事務部総務課総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 庶務 各種委員会等 平成23年度病院防災検討委員会 病院事務部総務課総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 庶務 各種委員会等 平成13年度衛星医療情報ネットワーク運営委員会 病院事務部総務課総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 庶務 各種委員会等 平成14年度衛星医療情報ネットワーク運営委員会 病院事務部総務課総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 庶務 各種委員会等 平成15年度衛星医療情報ネットワーク運営委員会 病院事務部総務課総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 庶務 臓器移植 平成13年度臓器移植関係書類 病院事務部総務課総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 庶務 臓器移植 平成14年度臓器移植関係書類 病院事務部総務課総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 庶務 臓器移植 平成15年度臓器移植関係書類 病院事務部総務課総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 庶務 臓器移植 平成16年度臓器移植関係書類 病院事務部総務課総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 庶務 臓器移植 平成17年度臓器移植関係書類 病院事務部総務課総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 庶務 臓器移植 平成18年度臓器移植関係書類 病院事務部総務課総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 庶務 臓器移植 平成19年度臓器移植関係書類 病院事務部総務課総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 庶務 臓器移植 平成20年度臓器移植関係書類 病院事務部総務課総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
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2009年度 庶務 臓器移植 平成21年度臓器移植関係書類 病院事務部総務課総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 庶務 臓器移植 平成22年度臓器移植関係書類 病院事務部総務課総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 庶務 臓器移植 平成23年度臓器移植関係書類 病院事務部総務課総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 庶務 行政監察 平成9年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1998年度 庶務 行政監察 平成10年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 庶務 行政監察 平成11年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 庶務 行政監察 平成12年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 庶務 行政監察 平成13年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 庶務 行政監察 平成14年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 庶務 行政監察 平成15年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 庶務 行政監察 平成16年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 庶務 行政監察 平成17年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 庶務 行政監察 平成18年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 庶務 行政監察 平成19年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 庶務 行政監察 平成20年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 庶務 行政監察 平成21年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 庶務 行政監察 平成22年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 庶務 行政監察 平成23年度行政監察関係書類 病院事務部総務課総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 庶務 医療監視 平成13年度医療監視関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 庶務 医療監視 平成14年度医療監視関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 庶務 医療監視 平成15年度医療監視関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 庶務 医療監視 平成16年度医療監視関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 庶務 医療監視 平成17年度医療監視関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 庶務 医療監視 平成18年度医療監視関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 庶務 医療監視 平成19年度医療監視関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 庶務 医療監視 平成20年度医療監視関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 庶務 医療監視 平成21年度医療監視関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 庶務 医療監視 平成22年度医療監視関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 庶務 医療監視 平成23年度医療監視関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和56年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1982年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和57年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1983年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和58年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1984年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和59年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1985年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和60年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1986年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和61年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1987年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和62年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1988年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和63年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1989年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成元年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1990年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成2年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1991年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成3年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1992年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成4年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1993年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成5年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1994年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成6年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1995年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成7年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1996年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成8年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成9年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1998年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成10年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成11年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成12年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成13年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成14年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
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2003年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成15年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成16年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成17年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成18年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成19年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成20年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成21年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成22年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成23年度放射線関係（科学技術庁申請） 病院事務部総務課企画第二係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和56年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1982年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和57年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1983年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和58年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1984年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和59年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1985年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和60年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1986年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和61年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1987年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和62年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1988年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和63年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1989年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成元年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1990年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成2年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1991年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成3年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1992年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成4年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1993年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成5年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1994年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成6年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1995年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成7年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1996年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成8年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成9年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1998年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成10年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成11年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成12年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成13年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成14年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成15年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成16年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成17年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成18年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成19年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成20年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成21年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成22年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成23年度放射線施設定期検査関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和56年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1982年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和57年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1983年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和58年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1984年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和59年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1985年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和60年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1986年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和61年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1987年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和62年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1988年度 企画法規 放射性同位元素関係 昭和63年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1989年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成元年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1990年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成2年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1991年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成3年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
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1992年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成4年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1993年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成5年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1994年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成6年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1995年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成7年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1996年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成8年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成9年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1998年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成10年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成11年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成12年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成13年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成14年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成15年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成16年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成17年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成18年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成19年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成20年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成21年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成22年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 企画法規 放射性同位元素関係 平成23年度放射性同位元素関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1973年度 企画法規 医療法 医療法（構造承認）関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 企画法規 設置・資格認定 平成9年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 企画法規 設置・資格認定 平成11年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 企画法規 設置・資格認定 平成12年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 企画法規 設置・資格認定 平成13年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 企画法規 設置・資格認定 平成14年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 企画法規 設置・資格認定 平成15年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 企画法規 設置・資格認定 平成16年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 企画法規 設置・資格認定 平成17年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 企画法規 設置・資格認定 平成18年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 企画法規 設置・資格認定 平成19年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 企画法規 設置・資格認定 平成20年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 企画法規 設置・資格認定 平成21年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 企画法規 設置・資格認定 平成22年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 企画法規 設置・資格認定 平成23年度設置関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1990年度 企画法規 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善に係る検討状況 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善等に係る検討状況関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1991/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 企画法規 規　程 昭和56年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1982年度 企画法規 規　程 昭和57年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1983年度 企画法規 規　程 昭和58年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1984年度 企画法規 規　程 昭和59年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1985年度 企画法規 規　程 昭和60年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1986年度 企画法規 規　程 昭和61年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1987年度 企画法規 規　程 昭和62年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1988年度 企画法規 規　程 昭和63年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1989年度 企画法規 規　程 平成元年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1990年度 企画法規 規　程 平成2年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1991年度 企画法規 規　程 平成3年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1992年度 企画法規 規　程 平成4年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1993年度 企画法規 規　程 平成5年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1994年度 企画法規 規　程 平成6年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1995年度 企画法規 規　程 平成7年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
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1996年度 企画法規 規　程 平成8年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 企画法規 規　程 平成9年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1998年度 企画法規 規　程 平成10年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 企画法規 規　程 平成11年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 企画法規 規　程 平成12年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 企画法規 規　程 平成13年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 企画法規 規　程 平成14年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 企画法規 規　程 平成15年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 企画法規 規　程 平成16年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 企画法規 規　程 平成17年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 企画法規 規　程 平成18年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 企画法規 規　程 平成19年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 企画法規 規　程 平成20年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 企画法規 規　程 平成21年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 企画法規 規　程 平成22年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 企画法規 規　程 平成22年度医学部及び医学部附属病院規則集 病院事務部総務課企画第二係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 企画法規 規　程 昭和56年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1982年度 企画法規 規　程 昭和57年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1983年度 企画法規 規　程 昭和58年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1984年度 企画法規 規　程 昭和59年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1985年度 企画法規 規　程 昭和60年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1986年度 企画法規 規　程 昭和61年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1987年度 企画法規 規　程 昭和62年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1988年度 企画法規 規　程 昭和63年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1989年度 企画法規 規　程 平成元年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1990年度 企画法規 規　程 平成2年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1991年度 企画法規 規　程 平成3年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1992年度 企画法規 規　程 平成4年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1993年度 企画法規 規　程 平成5年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1994年度 企画法規 規　程 平成6年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1995年度 企画法規 規　程 平成7年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1996年度 企画法規 規　程 平成8年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 企画法規 規　程 平成9年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1998年度 企画法規 規　程 平成10年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 企画法規 規　程 平成11年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 企画法規 規　程 平成12年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 企画法規 規　程 平成13年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 企画法規 規　程 平成14年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 企画法規 規　程 平成15年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 企画法規 規　程 平成16年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 企画法規 規　程 平成17年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 企画法規 規　程 平成18年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 企画法規 規　程 平成19年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 企画法規 規　程 平成20年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 企画法規 規　程 平成21年度学内規程等関係書類 病院事務部総務課企画第二係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 文書広報 調査・統計 平成13年度大学病院概況 病院事務部総務課総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 文書広報 調査・統計 平成14年度大学病院概況 病院事務部総務課総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 文書広報 調査・統計 平成15年度大学病院概況 病院事務部総務課総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 文書広報 調査・統計 平成16年度大学病院概況 病院事務部総務課総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 文書広報 調査・統計 平成17年度大学病院概況 病院事務部総務課総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 文書広報 調査・統計 平成18年度大学病院概況 病院事務部総務課総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
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2007年度 文書広報 調査・統計 平成19年度大学病院概況 病院事務部総務課総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 文書広報 調査・統計 平成20年度大学病院概況 病院事務部総務課総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 文書広報 調査・統計 平成21年度大学病院概況 病院事務部総務課総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 文書広報 調査・統計 平成22年度大学病院概況 病院事務部総務課総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 文書広報 調査・統計 平成23年度大学病院概況 病院事務部総務課総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1995年度 文書広報 広　報 病院ニュース（保存用） 病院事務部総務課総務係 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 各種委員会等 平成13年度教官特昇検討委員会 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 各種委員会等 平成14年度教官特昇検討委員会 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 各種委員会等 平成15年度教官特昇検討委員会 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 各種委員会等 平成13年度長期定員問題委員会 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 各種委員会等 平成14年度長期定員問題委員会 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 各種委員会等 平成15年度長期定員問題委員会 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 各種委員会等 平成13年度教官候補者選考委員会 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 各種委員会等 平成14年度教官候補者選考委員会 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 各種委員会等 平成15年度教官候補者選考委員会 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 人事 各種委員会等 平成16年度教官候補者選考委員会 病院事務部総務課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 人事 各種委員会等 平成17年度教官候補者選考委員会 病院事務部総務課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 人事 各種委員会等 平成18年度教官候補者選考委員会 病院事務部総務課人事係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 人事 各種委員会等 平成19年度教官候補者選考委員会 病院事務部総務課人事係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 人事 各種委員会等 平成20年度教官候補者選考委員会 病院事務部総務課人事係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 人事 各種委員会等 平成21年度教官候補者選考委員会 病院事務部総務課人事係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 人事 各種委員会等 平成22年度教官候補者選考委員会 病院事務部総務課人事係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 人事 各種委員会等 平成23年度教官候補者選考委員会 病院事務部総務課人事係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 人事 任免 昭和56年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1982年度 人事 任免 昭和57年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1983年度 人事 任免 昭和58年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1984年度 人事 任免 昭和59年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1985年度 人事 任免 昭和60年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1986年度 人事 任免 昭和61年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1987年度 人事 任免 昭和62年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1988年度 人事 任免 昭和63年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1989年度 人事 任免 平成元年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1990年度 人事 任免 平成2年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1991年度 人事 任免 平成3年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1992年度 人事 任免 平成4年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1993年度 人事 任免 平成5年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1994年度 人事 任免 平成6年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1995年度 人事 任免 平成7年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1996年度 人事 任免 平成8年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 人事 任免 平成9年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1998年度 人事 任免 平成10年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 人事 任免 平成11年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 人事 任免 平成12年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 人事 任免 平成16年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 人事 任免 平成17年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 人事 任免 平成18年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 人事 任免 平成19年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 人事 任免 平成20年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
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2009年度 人事 任免 平成21年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 人事 任免 平成22年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 人事 任免 平成23年度任免関係書類（定員内職員） 病院事務部総務課人事係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度任免関係書類（非常勤職員） 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度任免関係書類（非常勤職員） 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度任免関係書類（非常勤職員） 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 人事 任免 平成16年度任免関係書類（非常勤職員） 病院事務部総務課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 人事 任免 平成17年度任免関係書類（非常勤職員） 病院事務部総務課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 人事 任免 昭和56年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1982年度 人事 任免 昭和57年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1983年度 人事 任免 昭和58年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1984年度 人事 任免 昭和59年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1985年度 人事 任免 昭和60年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1986年度 人事 任免 昭和61年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1987年度 人事 任免 昭和62年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1988年度 人事 任免 昭和63年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1989年度 人事 任免 平成元年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1990年度 人事 任免 平成2年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1991年度 人事 任免 平成3年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1992年度 人事 任免 平成4年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1993年度 人事 任免 平成5年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1994年度 人事 任免 平成6年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1995年度 人事 任免 平成7年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1996年度 人事 任免 平成8年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 人事 任免 平成9年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1998年度 人事 任免 平成10年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 人事 任免 平成11年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 人事 任免 平成12年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 人事 任免 平成16年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 人事 任免 平成17年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 人事 任免 平成18年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 人事 任免 平成19年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 人事 任免 平成20年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 人事 任免 平成21年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 人事 任免 平成22年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 人事 任免 平成23年度定員現員表 病院事務部総務課人事係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度クリニカル・プロフェッサー（臨床教授）等発令関係書類 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1972年度 人事 任免 人事記録（パート職員） 病院事務部総務課人事係 1973/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 給与 平成13年度給与関係書類 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 給与 平成14年度給与関係書類 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 給与 平成15年度給与関係書類 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 人事 給与 平成16年度給与関係書類 病院事務部総務課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 人事 給与 平成17年度給与関係書類 病院事務部総務課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 人事 給与 平成18年度給与関係書類 病院事務部総務課人事係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 人事 給与 平成19年度給与関係書類 病院事務部総務課人事係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 人事 給与 平成20年度給与関係書類 病院事務部総務課人事係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
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2009年度 人事 給与 平成21年度給与関係書類 病院事務部総務課人事係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 人事 給与 平成22年度給与関係書類 病院事務部総務課人事係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 人事 給与 平成23年度給与関係書類 病院事務部総務課人事係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 人事 保険診療 昭和56年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1982年度 人事 保険診療 昭和57年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1983年度 人事 保険診療 昭和58年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1984年度 人事 保険診療 昭和59年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1985年度 人事 保険診療 昭和60年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1986年度 人事 保険診療 昭和61年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1987年度 人事 保険診療 昭和62年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1988年度 人事 保険診療 昭和63年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1989年度 人事 保険診療 平成元年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1990年度 人事 保険診療 平成2年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1991年度 人事 保険診療 平成3年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1992年度 人事 保険診療 平成4年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1993年度 人事 保険診療 平成5年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1994年度 人事 保険診療 平成6年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1995年度 人事 保険診療 平成7年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1996年度 人事 保険診療 平成8年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 人事 保険診療 平成9年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1998年度 人事 保険診療 平成10年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 人事 保険診療 平成11年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 人事 保険診療 平成12年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 保険診療 平成13年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 保険診療 平成14年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 保険診療 平成15年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 人事 保険診療 平成16年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 人事 保険診療 平成17年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 人事 保険診療 平成18年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 人事 保険診療 平成19年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 人事 保険診療 平成20年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 人事 保険診療 平成21年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 人事 保険診療 平成22年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 人事 保険診療 平成23年度保険医登録申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 人事 麻薬処方 昭和56年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1982年度 人事 麻薬処方 昭和57年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1983年度 人事 麻薬処方 昭和58年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1984年度 人事 麻薬処方 昭和59年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1985年度 人事 麻薬処方 昭和60年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1986年度 人事 麻薬処方 昭和61年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1987年度 人事 麻薬処方 昭和62年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1988年度 人事 麻薬処方 昭和63年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1989年度 人事 麻薬処方 平成元年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1990年度 人事 麻薬処方 平成2年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1991年度 人事 麻薬処方 平成3年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1992年度 人事 麻薬処方 平成4年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1993年度 人事 麻薬処方 平成5年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1994年度 人事 麻薬処方 平成6年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1995年度 人事 麻薬処方 平成7年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1996年度 人事 麻薬処方 平成8年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 人事 麻薬処方 平成9年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
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1998年度 人事 麻薬処方 平成10年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 人事 麻薬処方 平成11年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 人事 麻薬処方 平成12年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 麻薬処方 平成13年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 麻薬処方 平成14年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 麻薬処方 平成15年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 人事 麻薬処方 平成16年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 人事 麻薬処方 平成17年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 人事 麻薬処方 平成18年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 人事 麻薬処方 平成19年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 人事 麻薬処方 平成20年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 人事 麻薬処方 平成21年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 人事 麻薬処方 平成22年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 人事 麻薬処方 平成23年度麻薬施用者免許申請関係書類 病院事務部総務課人事係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 派遣医 平成13年度派遣医の承認に関する事項 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 派遣医 平成14年度派遣医の承認に関する事項 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 派遣医 平成15年度派遣医の承認に関する事項 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 派遣医 平成13年度派遣者一覧 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 派遣医 平成14年度派遣者一覧 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 派遣医 平成15年度派遣者一覧 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 営利企業 平成13年度営利企業就職関係書類 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 営利企業 平成14年度営利企業就職関係書類 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 営利企業 平成15年度営利企業就職関係書類 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 人事 任免 平成13年度医員、医員（研修医）関係書類 病院事務部総務課人事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 人事 任免 平成14年度医員、医員（研修医）関係書類 病院事務部総務課人事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 人事 任免 平成15年度医員、医員（研修医）関係書類 病院事務部総務課人事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 人事 任免 平成16年度医員、医員（研修医）関係書類 病院事務部総務課人事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 人事 任免 平成17年度医員、医員（研修医）関係書類 病院事務部総務課人事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 人事 任免 平成18年度医員、医員（研修医）関係書類 病院事務部総務課人事係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 人事 任免 平成19年度医員、医員（研修医）関係書類 病院事務部総務課人事係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 人事 任免 平成20年度医員、医員（研修医）関係書類 病院事務部総務課人事係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 人事 任免 平成21年度医員、医員（研修医）関係書類 病院事務部総務課人事係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 人事 任免 平成22年度医員、医員（研修医）関係書類 病院事務部総務課人事係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 人事 任免 平成23年度医員、医員（研修医）関係書類 病院事務部総務課人事係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 能率 栄典・表彰 昭和56年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1982年度 能率 栄典・表彰 昭和57年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1983年度 能率 栄典・表彰 昭和58年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1984年度 能率 栄典・表彰 昭和59年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1985年度 能率 栄典・表彰 昭和60年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1986年度 能率 栄典・表彰 昭和61年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1987年度 能率 栄典・表彰 昭和62年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1988年度 能率 栄典・表彰 昭和63年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1989年度 能率 栄典・表彰 平成元年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1990年度 能率 栄典・表彰 平成2年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1991年度 能率 栄典・表彰 平成3年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1992年度 能率 栄典・表彰 平成4年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1993年度 能率 栄典・表彰 平成5年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1994年度 能率 栄典・表彰 平成6年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1995年度 能率 栄典・表彰 平成7年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1996年度 能率 栄典・表彰 平成8年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1997年度 能率 栄典・表彰 平成9年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
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1998年度 能率 栄典・表彰 平成10年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1999年度 能率 栄典・表彰 平成11年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2000年度 能率 栄典・表彰 平成12年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 能率 栄典・表彰 平成13年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 能率 栄典・表彰 平成14年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 能率 栄典・表彰 平成15年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 能率 栄典・表彰 平成16年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 能率 栄典・表彰 平成17年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 能率 栄典・表彰 平成18年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 能率 栄典・表彰 平成19年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 能率 栄典・表彰 平成20年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 能率 栄典・表彰 平成21年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 能率 栄典・表彰 平成22年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 能率 栄典・表彰 平成23年度叙位・叙勲・褒章関係書類 病院事務部総務課職員係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 能率 栄典・表彰 昭和56年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1982年度 能率 栄典・表彰 昭和57年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1983年度 能率 栄典・表彰 昭和58年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1984年度 能率 栄典・表彰 昭和59年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1985年度 能率 栄典・表彰 昭和60年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1986年度 能率 栄典・表彰 昭和61年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1987年度 能率 栄典・表彰 昭和62年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1988年度 能率 栄典・表彰 昭和63年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 能率 栄典・表彰 平成13年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 能率 栄典・表彰 平成14年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 能率 栄典・表彰 平成15年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 能率 栄典・表彰 平成16年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 能率 栄典・表彰 平成17年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 能率 栄典・表彰 平成18年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 能率 栄典・表彰 平成19年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 能率 栄典・表彰 平成20年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 能率 栄典・表彰 平成21年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 能率 栄典・表彰 平成22年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 能率 栄典・表彰 平成23年度表彰関係書類 病院事務部総務課職員係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 能率 各種委員会 平成13年度卒後臨床研修企画運営委員会 病院事務部総務課職員係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 能率 各種委員会 平成14年度卒後臨床研修企画運営委員会 病院事務部総務課職員係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 能率 各種委員会 平成15年度卒後臨床研修企画運営委員会 病院事務部総務課職員係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 能率 各種委員会 平成16年度卒後臨床研修企画運営委員会 病院事務部総務課職員係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 能率 各種委員会 平成17年度卒後臨床研修企画運営委員会 病院事務部総務課職員係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2001年度 能率 各種委員会 平成13年度卒後臨床研修実行委員会 病院事務部総務課職員係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2002年度 能率 各種委員会 平成14年度卒後臨床研修実行委員会 病院事務部総務課職員係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2003年度 能率 各種委員会 平成15年度卒後臨床研修実行委員会 病院事務部総務課職員係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2004年度 能率 各種委員会 平成16年度卒後臨床研修実行委員会 病院事務部総務課職員係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2005年度 能率 各種委員会 平成17年度卒後臨床研修実行委員会 病院事務部総務課職員係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2006年度 能率 各種委員会 平成18年度卒後臨床研修実行委員会 病院事務部総務課職員係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2007年度 能率 各種委員会 平成19年度卒後臨床研修実行委員会 病院事務部総務課職員係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2008年度 能率 各種委員会 平成20年度卒後臨床研修実行委員会 病院事務部総務課職員係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2009年度 能率 各種委員会 平成21年度卒後臨床研修実行委員会 病院事務部総務課職員係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2010年度 能率 各種委員会 平成22年度卒後臨床研修実行委員会 病院事務部総務課職員係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
2011年度 能率 各種委員会 平成23年度卒後臨床研修実行委員会 病院事務部総務課職員係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部総務課長 廃棄
1981年度 総務 学内会計関係規程 昭和56年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1982年度 総務 学内会計関係規程 昭和57年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
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1983年度 総務 学内会計関係規程 昭和58年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1984年度 総務 学内会計関係規程 昭和59年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1985年度 総務 学内会計関係規程 昭和60年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1986年度 総務 学内会計関係規程 昭和61年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1987年度 総務 学内会計関係規程 昭和62年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1988年度 総務 学内会計関係規程 昭和63年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1989年度 総務 学内会計関係規程 平成元年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1990年度 総務 学内会計関係規程 平成2年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1991年度 総務 学内会計関係規程 平成3年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1992年度 総務 学内会計関係規程 平成4年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1993年度 総務 学内会計関係規程 平成5年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1994年度 総務 学内会計関係規程 平成6年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1995年度 総務 学内会計関係規程 平成7年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1996年度 総務 学内会計関係規程 平成8年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1997年度 総務 学内会計関係規程 平成9年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1998年度 総務 学内会計関係規程 平成10年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1999年度 総務 学内会計関係規程 平成11年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2000年度 総務 学内会計関係規程 平成12年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2001年度 総務 学内会計関係規程 平成13年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2002年度 総務 学内会計関係規程 平成14年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2003年度 総務 学内会計関係規程 平成15年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2004年度 総務 学内会計関係規程 平成16年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2005年度 総務 学内会計関係規程 平成17年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2006年度 総務 学内会計関係規程 平成18年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2007年度 総務 学内会計関係規程 平成19年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2008年度 総務 学内会計関係規程 平成20年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2009年度 総務 学内会計関係規程 平成21年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2010年度 総務 学内会計関係規程 平成22年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2010年度 総務 学内会計関係規程 平成22年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1981年度 総務 通知、調査報告 昭和56年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1982年度 総務 通知、調査報告 昭和57年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1983年度 総務 通知、調査報告 昭和58年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1984年度 総務 通知、調査報告 昭和59年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1985年度 総務 通知、調査報告 昭和60年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1986年度 総務 通知、調査報告 昭和61年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1987年度 総務 通知、調査報告 昭和62年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1988年度 総務 通知、調査報告 昭和63年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1989年度 総務 通知、調査報告 平成元年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1990年度 総務 通知、調査報告 平成2年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1991年度 総務 通知、調査報告 平成3年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1992年度 総務 通知、調査報告 平成4年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1993年度 総務 通知、調査報告 平成5年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1994年度 総務 通知、調査報告 平成6年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1995年度 総務 通知、調査報告 平成7年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1996年度 総務 通知、調査報告 平成8年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1997年度 総務 通知、調査報告 平成9年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1998年度 総務 通知、調査報告 平成10年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1999年度 総務 通知、調査報告 平成11年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2000年度 総務 通知、調査報告 平成12年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2001年度 総務 通知、調査報告 平成13年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2002年度 総務 通知、調査報告 平成14年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
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2003年度 総務 通知、調査報告 平成15年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2004年度 総務 通知、調査報告 平成16年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2005年度 総務 通知、調査報告 平成17年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2006年度 総務 通知、調査報告 平成18年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2007年度 総務 通知、調査報告 平成19年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2008年度 総務 通知、調査報告 平成20年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2009年度 総務 通知、調査報告 平成21年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2010年度 総務 通知、調査報告 平成22年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1972年度 管理 物品 物品管理簿（備品） 医学部経営管理課管理係 1973/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1972年度 管理 物品 物品供用簿（備品） 医学部経営管理課管理係 1973/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1972年度 管理 物品 物品使用簿（備品） 医学部経営管理課管理係 1973/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2001年度 予算企画 概算要求 平成13年度歳出概算要求書及び同附属資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2002年度 予算企画 概算要求 平成14年度歳出概算要求書及び同附属資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2003年度 予算企画 概算要求 平成15年度歳出概算要求書及び同附属資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2004年度 予算企画 概算要求 平成16年度歳出概算要求書及び同附属資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2005年度 予算企画 概算要求 平成17年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2006年度 予算企画 概算要求 平成18年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2007年度 予算企画 概算要求 平成19年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2008年度 予算企画 概算要求 平成20年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2009年度 予算企画 概算要求 平成21年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2010年度 予算企画 概算要求 平成22年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1973年度 医事 指定・登録 保険医療機関等指定申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1994年度 医事 指定・登録 平成6年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1995年度 医事 指定・登録 平成7年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1996年度 医事 指定・登録 平成8年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1997年度 医事 指定・登録 平成9年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1998年度 医事 指定・登録 平成10年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1999年度 医事 指定・登録 平成11年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2000年度 医事 指定・登録 平成12年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医事 指定・登録 平成13年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医事 指定・登録 平成14年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医事 指定・登録 平成15年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医事 指定・登録 平成16年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医事 指定・登録 平成17年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医事 指定・登録 平成18年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医事 指定・登録 平成19年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医事 指定・登録 平成20年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医事 指定・登録 平成21年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医事 指定・登録 平成22年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医事 移植・在宅医療 平成13年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医事 移植・在宅医療 平成14年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医事 移植・在宅医療 平成15年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医事 移植・在宅医療 平成16年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医事 移植・在宅医療 平成17年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医事 移植・在宅医療 平成18年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医事 移植・在宅医療 平成19年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医事 移植・在宅医療 平成20年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医事 移植・在宅医療 平成21年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医事 移植・在宅医療 平成22年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医事 移植・在宅医療 平成13年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医事 移植・在宅医療 平成14年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
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2003年度 医事 移植・在宅医療 平成15年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医事 移植・在宅医療 平成17年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医事 移植・在宅医療 平成18年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医事 移植・在宅医療 平成19年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医事 移植・在宅医療 平成20年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医事 移植・在宅医療 平成21年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医事 移植・在宅医療 平成22年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 校費負担 平成18年度校費負担患者関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 校費負担 平成19年度校費負担患者関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 校費負担 平成20年度校費負担患者関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 校費負担 平成21年度校費負担患者関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 校費負担 平成22年度校費負担患者関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療福祉 医療保障 平成13年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療福祉 医療保障 平成14年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療福祉 医療保障 平成15年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療福祉 医療保障 平成16年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療福祉 医療保障 平成17年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 医療保障 平成18年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 医療保障 平成19年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 医療保障 平成20年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 医療保障 平成21年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 医療保障 平成22年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 医療保障 平成18年度公費負担申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 医療保障 平成19年度公費負担申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 医療保障 平成20年度公費負担申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 医療保障 平成21年度公費負担申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 医療保障 平成22年度公費負担申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療福祉 医療保障 平成13年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療福祉 医療保障 平成14年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療福祉 医療保障 平成15年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療福祉 医療保障 平成16年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療福祉 医療保障 平成17年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 医療保障 平成18年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 医療保障 平成19年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 医療保障 平成20年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 医療保障 平成21年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 医療保障 平成22年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1981年度 医療福祉 診療契約 昭和56年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1982年度 医療福祉 診療契約 昭和57年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1983年度 医療福祉 診療契約 昭和58年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1984年度 医療福祉 診療契約 昭和59年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1985年度 医療福祉 診療契約 昭和60年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1986年度 医療福祉 診療契約 昭和61年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1987年度 医療福祉 診療契約 昭和62年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1988年度 医療福祉 診療契約 昭和63年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1989年度 医療福祉 診療契約 平成元年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1990年度 医療福祉 診療契約 平成2年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1991年度 医療福祉 診療契約 平成3年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1992年度 医療福祉 診療契約 平成4年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1993年度 医療福祉 診療契約 平成5年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1994年度 医療福祉 診療契約 平成6年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
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1995年度 医療福祉 診療契約 平成7年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1996年度 医療福祉 診療契約 平成8年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1997年度 医療福祉 診療契約 平成9年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1998年度 医療福祉 診療契約 平成10年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1999年度 医療福祉 診療契約 平成11年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2000年度 医療福祉 診療契約 平成12年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療福祉 診療契約 平成13年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療福祉 診療契約 平成14年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療福祉 診療契約 平成15年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療福祉 診療契約 平成16年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療福祉 診療契約 平成17年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 診療契約 平成18年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 診療契約 平成19年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 診療契約 平成20年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 診療契約 平成21年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 診療契約 平成22年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 委員会等 平成18年度業務サービス向上推進委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 委員会等 平成19年度業務サービス向上推進委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 委員会等 平成20年度業務サービス向上推進委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 委員会等 平成21年度業務サービス向上推進委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 委員会等 平成22年度業務サービス向上推進委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療福祉 委員会等 平成13年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療福祉 委員会等 平成14年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療福祉 委員会等 平成15年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療福祉 委員会等 平成16年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療福祉 委員会等 平成17年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 委員会等 平成18年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 委員会等 平成19年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 委員会等 平成20年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 委員会等 平成21年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 委員会等 平成22年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 治験 平成18年度治験関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 治験 平成19年度治験関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 治験 平成20年度治験関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 治験 平成21年度治験関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 治験 平成22年度治験関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療安全対策 委員会等 平成13年度医療事故等対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療安全対策 委員会等 平成14年度医療事故等対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療安全対策 委員会等 平成15年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療安全対策 委員会等 平成16年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療安全対策 委員会等 平成17年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療安全対策 委員会等 平成18年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療安全対策 委員会等 平成19年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療安全対策 委員会等 平成20年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療安全対策 委員会等 平成21年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療安全対策 委員会等 平成22年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療安全対策 委員会等 平成13年度安全管理委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療安全対策 委員会等 平成14年度安全管理委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療安全対策 委員会等 平成15年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療安全対策 委員会等 平成16年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療安全対策 委員会等 平成17年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
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2006年度 医療安全対策 委員会等 平成18年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療安全対策 委員会等 平成19年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療安全対策 委員会等 平成20年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療安全対策 委員会等 平成21年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療安全対策 委員会等 平成22年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1973年度 医療安全対策 訟務 医療訴訟関係書類 医学部医療サービス課医療安全対策係 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成18年出 勤 簿 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成19年出 勤 簿 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成20年出 勤 簿 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成21年出 勤 簿 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成22年出 勤 簿 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成23年出 勤 簿 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成18年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成19年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成20年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成21年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成22年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成23年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成18年休暇簿 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成19年休暇簿 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成20年休暇簿 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成21年休暇簿 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成22年休暇簿 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成23年休暇簿 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成18年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成19年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成20年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成21年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成22年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成23年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成18年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成19年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成20年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成21年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成22年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成23年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成18年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成19年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成20年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成21年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成22年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成23年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成18年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成19年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成20年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成21年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成22年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 服務・勤務時間 平成23年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 調査結果報告書 平成18年度臨床検査精度管理調査結果報告書（三重県臨床検査技師会） 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 調査結果報告書 平成19年度臨床検査精度管理調査結果報告書（三重県臨床検査技師会） 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 調査結果報告書 平成20年度臨床検査精度管理調査結果報告書（三重県臨床検査技師会） 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
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2009年度 中央検査部 調査結果報告書 平成21年度臨床検査精度管理調査結果報告書（三重県臨床検査技師会） 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 調査結果報告書 平成22年度臨床検査精度管理調査結果報告書（三重県臨床検査技師会） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 調査結果報告書 平成23年度臨床検査精度管理調査結果報告書（三重県臨床検査技師会） 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 調査・統計 平成18年度臨床検査精度管理調査評価評点一覧表（日本医師会） 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 調査・統計 平成19年度臨床検査精度管理調査評価評点一覧表（日本医師会） 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 調査・統計 平成20年度臨床検査精度管理調査評価評点一覧表（日本医師会） 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 調査・統計 平成21年度臨床検査精度管理調査評価評点一覧表（日本医師会） 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 調査・統計 平成22年度臨床検査精度管理調査評価評点一覧表（日本医師会） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 調査・統計 平成18年度日臨技臨床検査精度管理調査（日本臨床衛生検査技師会） 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 調査・統計 平成19年度日臨技臨床検査精度管理調査（日本臨床衛生検査技師会） 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 調査・統計 平成20年度日臨技臨床検査精度管理調査（日本臨床衛生検査技師会） 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 調査・統計 平成21年度日臨技臨床検査精度管理調査（日本臨床衛生検査技師会） 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 調査・統計 平成22年度日臨技臨床検査精度管理調査（日本臨床衛生検査技師会） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 検査結果報告書 平成18年度臨床結果報告書（一般検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 検査結果報告書 平成19年度臨床結果報告書（一般検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 検査結果報告書 平成20年度臨床結果報告書（一般検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 検査結果報告書 平成21年度臨床結果報告書（一般検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 検査結果報告書 平成22年度臨床結果報告書（一般検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 検査結果報告書 平成23年度臨床結果報告書（一般検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 検査結果報告書 平成18年度臨床結果報告書（血液検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 検査結果報告書 平成19年度臨床結果報告書（血液検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 検査結果報告書 平成20年度臨床結果報告書（血液検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 検査結果報告書 平成21年度臨床結果報告書（血液検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 検査結果報告書 平成22年度臨床結果報告書（血液検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 検査結果報告書 平成23年度臨床結果報告書（血液検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 検査結果報告書 平成18年度臨床結果報告書（自動分析検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 検査結果報告書 平成19年度臨床結果報告書（自動分析検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 検査結果報告書 平成20年度臨床結果報告書（自動分析検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 検査結果報告書 平成21年度臨床結果報告書（自動分析検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 検査結果報告書 平成22年度臨床結果報告書（自動分析検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 検査結果報告書 平成18年度臨床結果報告書（微生物検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 検査結果報告書 平成19年度臨床結果報告書（微生物検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 検査結果報告書 平成20年度臨床結果報告書（微生物検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 検査結果報告書 平成21年度臨床結果報告書（微生物検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 検査結果報告書 平成22年度臨床結果報告書（微生物検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 検査結果報告書 平成23年度臨床結果報告書（微生物検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 検査結果報告書 平成18年度臨床結果報告書（免疫・血清検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 検査結果報告書 平成19年度臨床結果報告書（免疫・血清検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 検査結果報告書 平成20年度臨床結果報告書（免疫・血清検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 検査結果報告書 平成21年度臨床結果報告書（免疫・血清検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 検査結果報告書 平成22年度臨床結果報告書（免疫・血清検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 検査結果報告書 平成23年度臨床結果報告書（免疫・血清検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 検査結果報告書 平成18年度臨床結果報告書（生理検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 検査結果報告書 平成19年度臨床結果報告書（生理検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 検査結果報告書 平成20年度臨床結果報告書（生理検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 検査結果報告書 平成21年度臨床結果報告書（生理検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 検査結果報告書 平成22年度臨床結果報告書（生理検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 検査結果報告書 平成18年度臨床結果報告書（緊急検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 検査結果報告書 平成19年度臨床結果報告書（緊急検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 検査結果報告書 平成20年度臨床結果報告書（緊急検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 検査結果報告書 平成21年度臨床結果報告書（緊急検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄

239 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2010年度 中央検査部 検査結果報告書 平成22年度臨床結果報告書（緊急検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 検査結果報告書 平成22年度臨床結果報告書（緊急検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央検査部 検査結果報告書 平成18年度臨床結果報告書（遺伝子検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央検査部 検査結果報告書 平成19年度臨床結果報告書（遺伝子検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央検査部 検査結果報告書 平成20年度臨床結果報告書（遺伝子検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央検査部 検査結果報告書 平成21年度臨床結果報告書（遺伝子検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央検査部 検査結果報告書 平成22年度臨床結果報告書（遺伝子検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央検査部 検査結果報告書 平成23年度臨床結果報告書（遺伝子検査部門） 医学部附属病院中央検査部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央手術部 申込書 平成18年度手術申込書 医学部附属病院中央手術部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央手術部 申込書 平成19年度手術申込書 医学部附属病院中央手術部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央手術部 申込書 平成20年度手術申込書 医学部附属病院中央手術部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央手術部 申込書 平成21年度手術申込書 医学部附属病院中央手術部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央手術部 申込書 平成22年度手術申込書 医学部附属病院中央手術部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央手術部 申込書 平成23年度手術申込書 医学部附属病院中央手術部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2001年度 中央手術部 申込書 平成13年度人工心肺申込書 医学部附属病院中央手術部 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2002年度 中央手術部 申込書 平成14年度人工心肺申込書 医学部附属病院中央手術部 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2003年度 中央手術部 申込書 平成15年度人工心肺申込書 医学部附属病院中央手術部 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2004年度 中央手術部 申込書 平成16年度人工心肺申込書 医学部附属病院中央手術部 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2005年度 中央手術部 申込書 平成17年度人工心肺申込書 医学部附属病院中央手術部 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央手術部 申込書 平成18年度人工心肺申込書 医学部附属病院中央手術部 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央手術部 申込書 平成19年度人工心肺申込書 医学部附属病院中央手術部 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央手術部 申込書 平成20年度人工心肺申込書 医学部附属病院中央手術部 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央手術部 申込書 平成21年度人工心肺申込書 医学部附属病院中央手術部 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央手術部 申込書 平成22年度人工心肺申込書 医学部附属病院中央手術部 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央手術部 申込書 平成23年度人工心肺申込書 医学部附属病院中央手術部 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央手術部 記 録 平成18年度手術看護記録 医学部附属病院中央手術部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央手術部 記 録 平成19年度手術看護記録 医学部附属病院中央手術部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央手術部 記 録 平成20年度手術看護記録 医学部附属病院中央手術部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央手術部 記 録 平成21年度手術看護記録 医学部附属病院中央手術部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央手術部 記 録 平成22年度手術看護記録 医学部附属病院中央手術部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央手術部 記 録 平成23年度手術看護記録 医学部附属病院中央手術部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2001年度 中央手術部 台 帳 平成13年度手術台帳 医学部附属病院中央手術部 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2002年度 中央手術部 台 帳 平成14年度手術台帳 医学部附属病院中央手術部 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2003年度 中央手術部 台 帳 平成15年度手術台帳 医学部附属病院中央手術部 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2004年度 中央手術部 台 帳 平成16年度手術台帳 医学部附属病院中央手術部 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央手術部 調査・統計 平成18年度特別手術件数 医学部附属病院中央手術部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央手術部 調査・統計 平成19年度特別手術件数 医学部附属病院中央手術部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央手術部 調査・統計 平成20年度特別手術件数 医学部附属病院中央手術部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央手術部 調査・統計 平成21年度特別手術件数 医学部附属病院中央手術部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央手術部 調査・統計 平成22年度特別手術件数 医学部附属病院中央手術部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央手術部 調査・統計 平成23年度特別手術件数 医学部附属病院中央手術部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央手術部 調査・統計 平成18年度手術室使用時間超過調査 医学部附属病院中央手術部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央手術部 調査・統計 平成19年度手術室使用時間超過調査 医学部附属病院中央手術部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央手術部 調査・統計 平成20年度手術室使用時間超過調査 医学部附属病院中央手術部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央手術部 調査・統計 平成21年度手術室使用時間超過調査 医学部附属病院中央手術部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央手術部 調査・統計 平成22年度手術室使用時間超過調査 医学部附属病院中央手術部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央手術部 調査・統計 平成23年度手術室使用時間超過調査 医学部附属病院中央手術部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央手術部 調査・統計 平成18年度予定手術時間超過件数 医学部附属病院中央手術部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央手術部 調査・統計 平成19年度予定手術時間超過件数 医学部附属病院中央手術部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央手術部 調査・統計 平成20年度予定手術時間超過件数 医学部附属病院中央手術部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央手術部 調査・統計 平成21年度予定手術時間超過件数 医学部附属病院中央手術部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
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2010年度 中央手術部 調査・統計 平成22年度予定手術時間超過件数 医学部附属病院中央手術部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央手術部 調査・統計 平成23年度予定手術時間超過件数 医学部附属病院中央手術部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央手術部 調査・統計 平成18年度手術室別科別使用件数 医学部附属病院中央手術部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央手術部 調査・統計 平成19年度手術室別科別使用件数 医学部附属病院中央手術部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央手術部 調査・統計 平成20年度手術室別科別使用件数 医学部附属病院中央手術部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央手術部 調査・統計 平成21年度手術室別科別使用件数 医学部附属病院中央手術部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央手術部 調査・統計 平成22年度手術室別科別使用件数 医学部附属病院中央手術部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央手術部 調査・統計 平成23年度手術室別科別使用件数 医学部附属病院中央手術部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成18年出勤簿 医学部附属病院中央放射線部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成19年出勤簿 医学部附属病院中央放射線部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成20年出勤簿 医学部附属病院中央放射線部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成21年出勤簿 医学部附属病院中央放射線部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成22年出勤簿 医学部附属病院中央放射線部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成23年出勤簿 医学部附属病院中央放射線部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成18年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央放射線部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成19年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央放射線部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成20年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央放射線部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成21年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央放射線部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成22年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央放射線部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成23年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院中央放射線部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成18年休暇簿 医学部附属病院中央放射線部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成19年休暇簿 医学部附属病院中央放射線部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成20年休暇簿 医学部附属病院中央放射線部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成21年休暇簿 医学部附属病院中央放射線部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成22年休暇簿 医学部附属病院中央放射線部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成23年休暇簿 医学部附属病院中央放射線部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成18年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央放射線部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成19年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央放射線部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成20年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央放射線部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成21年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央放射線部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成22年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央放射線部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成23年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院中央放射線部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成18年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央放射線部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成19年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央放射線部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成20年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央放射線部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成21年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央放射線部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成22年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央放射線部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成23年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院中央放射線部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成18年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央放射線部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成19年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央放射線部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成20年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央放射線部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成21年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央放射線部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成22年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央放射線部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成23年度休日の代休日関係 医学部附属病院中央放射線部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成18年度週休日の振替及び半日勤務の割振 医学部附属病院中央放射線部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成19年度週休日の振替及び半日勤務の割振 医学部附属病院中央放射線部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成20年度週休日の振替及び半日勤務の割振 医学部附属病院中央放射線部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成21年度週休日の振替及び半日勤務の割振 医学部附属病院中央放射線部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成22年度週休日の振替及び半日勤務の割振 医学部附属病院中央放射線部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成23年度週休日の振替及び半日勤務の割振 医学部附属病院中央放射線部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成18年度変更簿 医学部附属病院中央放射線部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
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2007年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成19年度変更簿 医学部附属病院中央放射線部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成20年度変更簿 医学部附属病院中央放射線部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成21年度変更簿 医学部附属病院中央放射線部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成22年度変更簿 医学部附属病院中央放射線部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央放射線部 服務・勤務時間 平成23年度変更簿 医学部附属病院中央放射線部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央放射線部 フィルム 平成18年度Ｘ線フィルム 医学部附属病院中央放射線部 2007/4/1 5年 2011年度末 フィルム 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央放射線部 フィルム 平成19年度Ｘ線フィルム 医学部附属病院中央放射線部 2008/4/1 5年 2012年度末 フィルム 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央放射線部 フィルム 平成20年度Ｘ線フィルム 医学部附属病院中央放射線部 2009/4/1 5年 2013年度末 フィルム 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央放射線部 フィルム 平成21年度Ｘ線フィルム 医学部附属病院中央放射線部 2010/4/1 5年 2014年度末 フィルム 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央放射線部 フィルム 平成22年度Ｘ線フィルム 医学部附属病院中央放射線部 2011/4/1 5年 2015年度末 フィルム 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央放射線部 フィルム 平成23年度Ｘ線フィルム 医学部附属病院中央放射線部 2012/4/1 5年 2016年度末 フィルム 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 中央放射線部 台 帳 平成18年度放射線検査台帳 医学部附属病院中央放射線部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 中央放射線部 台 帳 平成19年度放射線検査台帳 医学部附属病院中央放射線部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 中央放射線部 台 帳 平成20年度放射線検査台帳 医学部附属病院中央放射線部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 中央放射線部 台 帳 平成21年度放射線検査台帳 医学部附属病院中央放射線部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 中央放射線部 台 帳 平成22年度放射線検査台帳 医学部附属病院中央放射線部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 中央放射線部 台 帳 平成23年度放射線検査台帳 医学部附属病院中央放射線部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 救急部 連絡票 平成18年度救急患者連絡票 医学部附属病院救急部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 救急部 連絡票 平成19年度救急患者連絡票 医学部附属病院救急部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 救急部 連絡票 平成20年度救急患者連絡票 医学部附属病院救急部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 救急部 連絡票 平成21年度救急患者連絡票 医学部附属病院救急部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 救急部 連絡票 平成22年度救急患者連絡票 医学部附属病院救急部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 救急部 連絡票 平成23年度救急患者連絡票 医学部附属病院救急部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 救急部 患者票 平成18年度救急部使用患者票 医学部附属病院救急部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 救急部 患者票 平成19年度救急部使用患者票 医学部附属病院救急部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 救急部 患者票 平成20年度救急部使用患者票 医学部附属病院救急部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 救急部 患者票 平成21年度救急部使用患者票 医学部附属病院救急部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 救急部 患者票 平成22年度救急部使用患者票 医学部附属病院救急部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 救急部 患者票 平成23年度救急部使用患者票 医学部附属病院救急部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 救急部 診断書 平成18年度診断書控 医学部附属病院救急部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 救急部 診断書 平成19年度診断書控 医学部附属病院救急部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 救急部 診断書 平成20年度診断書控 医学部附属病院救急部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 救急部 診断書 平成21年度診断書控 医学部附属病院救急部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 救急部 診断書 平成22年度診断書控 医学部附属病院救急部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 救急部 診断書 平成23年度診断書控 医学部附属病院救急部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 救急部 患者数 平成18年度救急患者数 医学部附属病院救急部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 救急部 患者数 平成19年度救急患者数 医学部附属病院救急部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 救急部 患者数 平成20年度救急患者数 医学部附属病院救急部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 救急部 患者数 平成21年度救急患者数 医学部附属病院救急部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 救急部 患者数 平成22年度救急患者数 医学部附属病院救急部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 救急部 患者数 平成23年度救急患者数 医学部附属病院救急部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 救急部 患者数 平成18年度月別救急患者数 医学部附属病院救急部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 救急部 患者数 平成19年度月別救急患者数 医学部附属病院救急部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 救急部 患者数 平成20年度月別救急患者数 医学部附属病院救急部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 救急部 患者数 平成21年度月別救急患者数 医学部附属病院救急部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 救急部 患者数 平成22年度月別救急患者数 医学部附属病院救急部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 救急部 患者数 平成23年度月別救急患者数 医学部附属病院救急部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 報告書 平成18年度血液センター検査結果報告書 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 輸血部 報告書 平成19年度血液センター検査結果報告書 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 報告書 平成20年度血液センター検査結果報告書 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 報告書 平成21年度血液センター検査結果報告書 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
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2010年度 輸血部 報告書 平成22年度血液センター検査結果報告書 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 報告書 平成23年度血液センター検査結果報告書 医学部附属病院輸血部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 申込書 平成18年度自己血輸血申込書 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 輸血部 申込書 平成19年度自己血輸血申込書 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 申込書 平成20年度自己血輸血申込書 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 申込書 平成21年度自己血輸血申込書 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 輸血部 申込書 平成22年度自己血輸血申込書 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 申込書 平成23年度自己血輸血申込書 医学部附属病院輸血部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 記 録 平成18年度副作用発生記録 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 輸血部 記 録 平成19年度副作用発生記録 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 記 録 平成20年度副作用発生記録 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 記 録 平成21年度副作用発生記録 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 輸血部 記 録 平成22年度副作用発生記録 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 記 録 平成23年度副作用発生記録 医学部附属病院輸血部 2013/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 使用簿(票) 平成18年度血液照射装置使用簿 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 輸血部 使用簿(票) 平成19年度血液照射装置使用簿 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 使用簿(票) 平成20年度血液照射装置使用簿 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 使用簿(票) 平成21年度血液照射装置使用簿 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 輸血部 使用簿(票) 平成22年度血液照射装置使用簿 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 使用簿(票) 平成23年度血液照射装置使用簿 医学部附属病院輸血部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 使用簿(票) 平成18年度血液成分採血装置使用票 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 輸血部 使用簿(票) 平成19年度血液成分採血装置使用票 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 使用簿(票) 平成20年度血液成分採血装置使用票 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 使用簿(票) 平成21年度血液成分採血装置使用票 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 輸血部 使用簿(票) 平成22年度血液成分採血装置使用票 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 使用簿(票) 平成23年度血液成分採血装置使用票 医学部附属病院輸血部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 統計・調査 平成18年度検査件数 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 輸血部 統計・調査 平成19年度検査件数 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 統計・調査 平成20年度検査件数 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 統計・調査 平成21年度検査件数 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 輸血部 統計・調査 平成22年度検査件数 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 統計・調査 平成23年度検査件数 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 統計・調査 平成18年度月別返品率 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 輸血部 統計・調査 平成19年度月別返品率 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 統計・調査 平成20年度月別返品率 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 統計・調査 平成21年度月別返品率 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 輸血部 統計・調査 平成22年度月別返品率 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 統計・調査 平成23年度月別返品率 医学部附属病院輸血部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 統計・調査 平成18年度期限切れ集計表 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 輸血部 統計・調査 平成19年度期限切れ集計表 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 統計・調査 平成20年度期限切れ集計表 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 統計・調査 平成21年度期限切れ集計表 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 輸血部 統計・調査 平成22年度期限切れ集計表 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 統計・調査 平成23年度期限切れ集計表 医学部附属病院輸血部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 理由書 平成18年度期限切れ理由書 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 輸血部 理由書 平成19年度期限切れ理由書 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 理由書 平成20年度期限切れ理由書 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 理由書 平成21年度期限切れ理由書 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 輸血部 理由書 平成22年度期限切れ理由書 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 理由書 平成23年度期限切れ理由書 医学部附属病院輸血部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 会 議 平成18年度輸血部運営連絡会議資料 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
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2007年度 輸血部 会 議 平成19年度輸血部運営連絡会議資料 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 会 議 平成20年度輸血部運営連絡会議資料 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 会 議 平成21年度輸血部運営連絡会議資料 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 輸血部 会 議 平成22年度輸血部運営連絡会議資料 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 会 議 平成23年度輸血部運営連絡会議資料 医学部附属病院輸血部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 連 絡 平成18年度業務連絡 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 輸血部 連 絡 平成19年度業務連絡 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 連 絡 平成20年度業務連絡 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 連 絡 平成21年度業務連絡 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 輸血部 連 絡 平成22年度業務連絡 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 連 絡 平成23年度業務連絡 医学部附属病院輸血部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 輸血部 ワークシート 平成18年度ワークシート 医学部附属病院輸血部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 輸血部 ワークシート 平成19年度ワークシート 医学部附属病院輸血部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 輸血部 ワークシート 平成20年度ワークシート 医学部附属病院輸血部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 輸血部 ワークシート 平成21年度ワークシート 医学部附属病院輸血部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 輸血部 ワークシート 平成22年度ワークシート 医学部附属病院輸血部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 輸血部 ワークシート 平成23年度ワークシート 医学部附属病院輸血部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 集中治療部 台 帳 平成18年度入院台帳 医学部附属病院集中治療部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 集中治療部 台 帳 平成19年度入院台帳 医学部附属病院集中治療部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 集中治療部 台 帳 平成20年度入院台帳 医学部附属病院集中治療部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 集中治療部 台 帳 平成21年度入院台帳 医学部附属病院集中治療部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 集中治療部 台 帳 平成22年度入院台帳 医学部附属病院集中治療部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 集中治療部 台 帳 平成23年度入院台帳 医学部附属病院集中治療部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 集中治療部 診断書 平成18年度死亡診断書写 医学部附属病院集中治療部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 集中治療部 診断書 平成19年度死亡診断書写 医学部附属病院集中治療部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 集中治療部 診断書 平成20年度死亡診断書写 医学部附属病院集中治療部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 集中治療部 診断書 平成21年度死亡診断書写 医学部附属病院集中治療部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 集中治療部 診断書 平成22年度死亡診断書写 医学部附属病院集中治療部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 集中治療部 診断書 平成23年度死亡診断書写 医学部附属病院集中治療部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 集中治療部 診断書 平成18年度診断書控 医学部附属病院集中治療部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 集中治療部 診断書 平成19年度診断書控 医学部附属病院集中治療部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 集中治療部 診断書 平成20年度診断書控 医学部附属病院集中治療部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 集中治療部 診断書 平成21年度診断書控 医学部附属病院集中治療部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 集中治療部 診断書 平成22年度診断書控 医学部附属病院集中治療部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 集中治療部 診断書 平成23年度診断書控 医学部附属病院集中治療部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 集中治療部 通知書 平成18年度特定集中治療室収容通知書写 医学部附属病院集中治療部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 集中治療部 通知書 平成19年度特定集中治療室収容通知書写 医学部附属病院集中治療部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 集中治療部 通知書 平成20年度特定集中治療室収容通知書写 医学部附属病院集中治療部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 集中治療部 通知書 平成21年度特定集中治療室収容通知書写 医学部附属病院集中治療部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 集中治療部 通知書 平成22年度特定集中治療室収容通知書写 医学部附属病院集中治療部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 集中治療部 通知書 平成23年度特定集中治療室収容通知書写 医学部附属病院集中治療部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 医療情報部 申請書 平成18年度ＩＰ接続申請書 医学部附属病院医療情報部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 医療情報部 申請書 平成19年度ＩＰ接続申請書 医学部附属病院医療情報部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医療情報部 申請書 平成20年度ＩＰ接続申請書 医学部附属病院医療情報部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医療情報部 申請書 平成21年度ＩＰ接続申請書 医学部附属病院医療情報部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医療情報部 申請書 平成22年度ＩＰ接続申請書 医学部附属病院医療情報部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 医療情報部 申請書 平成23年度ＩＰ接続申請書 医学部附属病院医療情報部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 医療情報部 申請書 平成18年度情報ネットワ－ク利用者申請書 医学部附属病院医療情報部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 医療情報部 申請書 平成19年度情報ネットワ－ク利用者申請書 医学部附属病院医療情報部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医療情報部 申請書 平成20年度情報ネットワ－ク利用者申請書 医学部附属病院医療情報部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医療情報部 申請書 平成21年度情報ネットワ－ク利用者申請書 医学部附属病院医療情報部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
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2010年度 医療情報部 申請書 平成22年度情報ネットワ－ク利用者申請書 医学部附属病院医療情報部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 医療情報部 申請書 平成23年度情報ネットワ－ク利用者申請書 医学部附属病院医療情報部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 病理部 報告書 平成18年度病理診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 病理部 報告書 平成19年度病理診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 病理部 報告書 平成20年度病理診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 病理部 報告書 平成21年度病理診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 病理部 報告書 平成22年度病理診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 病理部 報告書 平成23年度病理診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 病理部 報告書 平成18年度細胞診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 病理部 報告書 平成19年度細胞診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 病理部 報告書 平成20年度細胞診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 病理部 報告書 平成21年度細胞診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 病理部 報告書 平成22年度細胞診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 病理部 報告書 平成23年度細胞診断結果報告書(控) 医学部附属病院病理部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成18年出勤簿 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成19年出勤簿 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成20年出勤簿 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成21年出勤簿 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成22年出勤簿 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成23年出勤簿 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成18年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成19年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成20年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成21年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成22年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成23年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成18年休暇簿 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成19年休暇簿 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成20年休暇簿 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成21年休暇簿 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成22年休暇簿 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成23年休暇簿 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成18年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成19年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成20年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成21年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成22年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成23年度宿日直勤務関係書類 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成18年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成19年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成20年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成21年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成22年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成23年度職務専念義務免除関係 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成18年度休日の代休日関係 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成19年度休日の代休日関係 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成20年度休日の代休日関係 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成21年度休日の代休日関係 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成22年度休日の代休日関係 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成23年度休日の代休日関係 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成18年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
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2007年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成19年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成20年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成21年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 服務・勤務時間 平成22年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 処方箋 平成18年度入院患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 処方箋 平成19年度入院患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 処方箋 平成20年度入院患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 処方箋 平成21年度入院患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 処方箋 平成22年度入院患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 処方箋 平成23年度入院患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 処方箋 平成18年度外来患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 処方箋 平成19年度外来患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 処方箋 平成20年度外来患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 処方箋 平成21年度外来患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 処方箋 平成22年度外来患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 処方箋 平成23年度外来患者処方箋 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 処方箋 平成18年度注射薬処方箋 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 処方箋 平成19年度注射薬処方箋 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 処方箋 平成20年度注射薬処方箋 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 処方箋 平成21年度注射薬処方箋 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 処方箋 平成22年度注射薬処方箋 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 処方箋 平成22年度注射薬処方箋 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 依頼書 平成18年度薬物血中濃度測定依頼書 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 依頼書 平成19年度薬物血中濃度測定依頼書 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 依頼書 平成20年度薬物血中濃度測定依頼書 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 依頼書 平成21年度薬物血中濃度測定依頼書 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 依頼書 平成22年度薬物血中濃度測定依頼書 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 依頼書 平成23年度薬物血中濃度測定依頼書 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 要望書 平成18年度医薬品特別購入要望書 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 要望書 平成19年度医薬品特別購入要望書 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 要望書 平成20年度医薬品特別購入要望書 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 要望書 平成21年度医薬品特別購入要望書 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 要望書 平成22年度医薬品特別購入要望書 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 要望書 平成23年度医薬品特別購入要望書 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 報告書 平成18年度副作用報告書 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 報告書 平成19年度副作用報告書 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 報告書 平成20年度副作用報告書 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 報告書 平成21年度副作用報告書 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 報告書 平成22年度副作用報告書 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 報告書 平成23年度副作用報告書 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 報告書 平成18年度ヒアリハット報告書 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 報告書 平成19年度ヒアリハット報告書 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 報告書 平成20年度ヒアリハット報告書 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 報告書 平成21年度ヒアリハット報告書 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 報告書 平成22年度ヒアリハット報告書 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 報告書 平成23年度ヒアリハット報告書 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 報告書 平成18年度プレアボイド報告書 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 報告書 平成19年度プレアボイド報告書 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 報告書 平成20年度プレアボイド報告書 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 報告書 平成21年度プレアボイド報告書 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 報告書 平成22年度プレアボイド報告書 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
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2011年度 薬 剤 報告書 平成23年度プレアボイド報告書 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 薬 剤 紹介書 平成18年度院外処方箋の疑義紹介書 医学部附属病院薬剤部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 薬 剤 紹介書 平成19年度院外処方箋の疑義紹介書 医学部附属病院薬剤部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 薬 剤 紹介書 平成20年度院外処方箋の疑義紹介書 医学部附属病院薬剤部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 薬 剤 紹介書 平成21年度院外処方箋の疑義紹介書 医学部附属病院薬剤部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 薬 剤 紹介書 平成22年度院外処方箋の疑義紹介書 医学部附属病院薬剤部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 薬 剤 紹介書 平成23年度院外処方箋の疑義紹介書 医学部附属病院薬剤部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看 護 服務・勤務時間 平成18年出勤簿 医学部附属病院看護部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看 護 服務・勤務時間 平成19年出勤簿 医学部附属病院看護部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看 護 服務・勤務時間 平成20年出勤簿 医学部附属病院看護部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看 護 服務・勤務時間 平成21年出勤簿 医学部附属病院看護部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看 護 服務・勤務時間 平成22年出勤簿 医学部附属病院看護部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看 護 服務・勤務時間 平成23年出勤簿 医学部附属病院看護部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看 護 服務・勤務時間 平成18年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院看護部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看 護 服務・勤務時間 平成19年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院看護部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看 護 服務・勤務時間 平成20年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院看護部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看 護 服務・勤務時間 平成21年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院看護部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看 護 服務・勤務時間 平成22年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院看護部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看 護 服務・勤務時間 平成23年度超過勤務等命令簿 医学部附属病院看護部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看 護 服務・勤務時間 平成18年休暇簿 医学部附属病院看護部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看 護 服務・勤務時間 平成19年休暇簿 医学部附属病院看護部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看 護 服務・勤務時間 平成20年休暇簿 医学部附属病院看護部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看 護 服務・勤務時間 平成21年休暇簿 医学部附属病院看護部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看 護 服務・勤務時間 平成22年休暇簿 医学部附属病院看護部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看 護 服務・勤務時間 平成23年休暇簿 医学部附属病院看護部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看 護 服務・勤務時間 平成18年度三交替制看護婦勤務表（予定表・実施表） 医学部附属病院看護部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看 護 服務・勤務時間 平成19年度三交替制看護婦勤務表（予定表・実施表） 医学部附属病院看護部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看 護 服務・勤務時間 平成20年度三交替制看護婦勤務表（予定表・実施表） 医学部附属病院看護部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看 護 服務・勤務時間 平成21年度三交替制看護婦勤務表（予定表・実施表） 医学部附属病院看護部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看 護 服務・勤務時間 平成22年度三交替制看護婦勤務表（予定表・実施表） 医学部附属病院看護部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看 護 服務・勤務時間 平成23年度三交替制看護婦勤務表（予定表・実施表） 医学部附属病院看護部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看 護 服務・勤務時間 平成18年度看護管理日誌 医学部附属病院看護部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看 護 服務・勤務時間 平成19年度看護管理日誌 医学部附属病院看護部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看 護 服務・勤務時間 平成20年度看護管理日誌 医学部附属病院看護部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看 護 服務・勤務時間 平成21年度看護管理日誌 医学部附属病院看護部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看 護 服務・勤務時間 平成22年度看護管理日誌 医学部附属病院看護部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看 護 服務・勤務時間 平成23年度看護管理日誌 医学部附属病院看護部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看 護 服務・勤務時間 平成18年度病棟日誌 医学部附属病院看護部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看 護 服務・勤務時間 平成19年度病棟日誌 医学部附属病院看護部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看 護 服務・勤務時間 平成20年度病棟日誌 医学部附属病院看護部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看 護 服務・勤務時間 平成21年度病棟日誌 医学部附属病院看護部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看 護 服務・勤務時間 平成22年度病棟日誌 医学部附属病院看護部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看 護 服務・勤務時間 平成22年度病棟日誌 医学部附属病院看護部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看 護 服務・勤務時間 平成18年度宿日直日誌 医学部附属病院看護部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看 護 服務・勤務時間 平成19年度宿日直日誌 医学部附属病院看護部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看 護 服務・勤務時間 平成20年度宿日直日誌 医学部附属病院看護部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看 護 服務・勤務時間 平成21年度宿日直日誌 医学部附属病院看護部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看 護 服務・勤務時間 平成22年度宿日直日誌 医学部附属病院看護部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看 護 服務・勤務時間 平成23年度宿日直日誌 医学部附属病院看護部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看 護 服務・勤務時間 平成18年度休日の代休日関係 医学部附属病院看護部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看 護 服務・勤務時間 平成19年度休日の代休日関係 医学部附属病院看護部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
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2008年度 看 護 服務・勤務時間 平成20年度休日の代休日関係 医学部附属病院看護部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看 護 服務・勤務時間 平成21年度休日の代休日関係 医学部附属病院看護部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看 護 服務・勤務時間 平成22年度休日の代休日関係 医学部附属病院看護部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看 護 服務・勤務時間 平成23年度休日の代休日関係 医学部附属病院看護部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看 護 服務・勤務時間 平成18年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院看護部 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看 護 服務・勤務時間 平成19年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院看護部 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看 護 服務・勤務時間 平成20年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院看護部 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看 護 服務・勤務時間 平成21年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院看護部 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看 護 服務・勤務時間 平成22年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院看護部 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看 護 服務・勤務時間 平成23年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 医学部附属病院看護部 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 解剖学第一講座 平成22年度毒劇物受払簿 堤智斉 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 切片作成室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 医学科 解剖学第一講座 平成18年度解剖学試験問題 溝口明 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 切片作成室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 医学科 解剖学第一講座 平成19年度解剖学試験問題 溝口明 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 切片作成室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医学科 解剖学第一講座 平成20年度解剖学試験問題 溝口明 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 切片作成室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医学科 解剖学第一講座 平成21年度解剖学試験問題 溝口明 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 切片作成室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 解剖学第一講座 平成22年度解剖学試験問題 溝口明 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 切片作成室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 生理学第二講座 平成22年度毒劇物受払簿 山本哲朗 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 医学科 薬理学講座 平成18年度学生出席、成績表 田中利男 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 第2研究室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 医学科 薬理学講座 平成19年度学生出席、成績表 田中利男 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 第3研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医学科 薬理学講座 平成20年度学生出席、成績表 田中利男 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 第4研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医学科 薬理学講座 平成21年度学生出席、成績表 田中利男 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 第5研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 薬理学講座 平成22年度学生出席、成績表 田中利男 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 第6研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 医学科 薬理学講座 平成23年度学生出席、成績表 田中利男 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 第6研究室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 医学科 薬理学講座 平成18年度学年末試験答案用紙 田中利男 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 第2研究室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 医学科 薬理学講座 平成19年度学年末試験答案用紙 田中利男 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 第3研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医学科 薬理学講座 平成20年度学年末試験答案用紙 田中利男 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 第4研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医学科 薬理学講座 平成21年度学年末試験答案用紙 田中利男 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 第5研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 薬理学講座 平成22年度学年末試験答案用紙 田中利男 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 第6研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 医学科 薬理学講座 平成23年度学年末試験答案用紙 田中利男 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 第6研究室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 医学科 薬理学講座 平成18年度毒劇物受払簿 田中利男 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 第3研究室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 医学科 薬理学講座 平成19年度毒劇物受払簿 田中利男 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 第4研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医学科 薬理学講座 平成20年度毒劇物受払簿 田中利男 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 第5研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医学科 薬理学講座 平成21年度毒劇物受払簿 田中利男 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 第6研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 薬理学講座 平成22年度毒劇物受払簿 田中利男 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 第7研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 医学科 薬理学講座 平成23年度毒劇物受払簿 田中利男 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 第7研究室 医学部附属病院長 廃棄
1994年度 医学科 法医学講座 平成6年6月以降鑑定書 福永龍繁 1995/4/1 常用 － 紙 第3研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 精神神経科学講座 平成22年度毒劇物管理簿 谷井久志 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 医員研究室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 医学科 精神神経科学講座 平成18年度臨床実習における学生のレポート 小森照久 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 医学科 精神神経科学講座 平成19年度臨床実習における学生のレポート 小森照久 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医学科 精神神経科学講座 平成20年度臨床実習における学生のレポート 小森照久 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医学科 精神神経科学講座 平成21年度臨床実習における学生のレポート 小森照久 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 精神神経科学講座 平成22年度臨床実習における学生のレポート 小森照久 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 医学科 精神神経科学講座 平成23年度臨床実習における学生のレポート 小森照久 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 皮膚科学講座 平成22年度毒劇物受払簿 山中恵一 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 組織実験室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医学科 麻酔学講座 平成20年度教員選考関係書類 丸山一男 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医学科 麻酔学講座 平成21年度教員選考関係書類 丸山一男 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 麻酔学講座 平成22年度教員選考関係書類 丸山一男 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 医学科 麻酔学講座 平成23年度教員選考関係書類 丸山一男 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 医学科 麻酔学講座 平成18年度定期試験答案 丸山一男 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 医学科 麻酔学講座 平成19年度定期試験答案 丸山一男 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医学科 麻酔学講座 平成20年度定期試験答案 丸山一男 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
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2009年度 医学科 麻酔学講座 平成21年度定期試験答案 丸山一男 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 麻酔学講座 平成22年度定期試験答案 丸山一男 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 医学科 麻酔学講座 平成23年度定期試験答案 丸山一男 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医学科 麻酔学講座 平成20年度学生が教員に提出するレポート等 丸山一男 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医学科 麻酔学講座 平成21年度学生が教員に提出するレポート等 丸山一男 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 麻酔学講座 平成22年度学生が教員に提出するレポート等 丸山一男 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 医学科 麻酔学講座 平成23年度学生が教員に提出するレポート等 丸山一男 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 麻酔科研究室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 医学科 脳神経外科学講座 平成18年度定期試験問題 脳神経外科学講座 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 脳神経外科事務室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 医学科 脳神経外科学講座 平成19年度定期試験問題 脳神経外科学講座 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 脳神経外科事務室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医学科 脳神経外科学講座 平成20年度定期試験問題 脳神経外科学講座 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 脳神経外科事務室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医学科 脳神経外科学講座 平成21年度定期試験問題 脳神経外科学講座 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 脳神経外科事務室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 脳神経外科学講座 平成22年度定期試験問題 脳神経外科学講座 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 脳神経外科事務室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 医学科 臨床検査医学分野 平成18年度卒業試験関係 臨床検査医学分野教官 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 医学科 臨床検査医学分野 平成19年度卒業試験関係 臨床検査医学分野教官 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医学科 臨床検査医学分野 平成20年度卒業試験関係 臨床検査医学分野教官 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医学科 臨床検査医学分野 平成21年度卒業試験関係 臨床検査医学分野教官 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 臨床検査医学分野 平成22年度卒業試験関係 臨床検査医学分野教官 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 医学科 臨床検査医学分野 平成23年度卒業試験関係 臨床検査医学分野教官 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 医学科 臨床検査医学分野 平成18年度第4学年試験関係 臨床検査医学分野教官 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 医学科 臨床検査医学分野 平成19年度第4学年試験関係 臨床検査医学分野教官 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 医学科 臨床検査医学分野 平成20年度第4学年試験関係 臨床検査医学分野教官 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 医学科 臨床検査医学分野 平成21年度第4学年試験関係 臨床検査医学分野教官 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 医学科 臨床検査医学分野 平成22年度第4学年試験関係 臨床検査医学分野教官 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 医学科 臨床検査医学分野 平成23年度第4学年試験関係 臨床検査医学分野教官 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 教授室前室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看護学科 成人看護学講座 平成18年度学年末・中間試験問題 大西和子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 大西研究室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看護学科 成人看護学講座 平成19年度学年末・中間試験問題 大西和子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 大西研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 成人看護学講座 平成20年度学年末・中間試験問題 大西和子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 大西研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 成人看護学講座 平成21年度学年末・中間試験問題 大西和子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 大西研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 成人看護学講座 平成22年度学年末・中間試験問題 大西和子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 大西研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 成人看護学講座 平成23年度学年末・中間試験問題 大西和子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 大西研究室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看護学科 成人看護学講座 平成18年度定期試験問題、答案 大石ふみ子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 大石研究室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看護学科 成人看護学講座 平成19年度定期試験問題、答案 大石ふみ子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 大石研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 成人看護学講座 平成20年度定期試験問題、答案 大石ふみ子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 大石研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 成人看護学講座 平成21年度定期試験問題、答案 大石ふみ子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 大石研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 成人看護学講座 平成22年度定期試験問題、答案 大石ふみ子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 大石研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 成人看護学講座 平成23年度定期試験問題、答案 大石ふみ子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 大石研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 成人看護学講座 平成20年度学年末・中間試験問題 佐藤芙佐子 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 佐藤研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 成人看護学講座 平成21年度学年末・中間試験問題 佐藤芙佐子 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 佐藤研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 成人看護学講座 平成22年度学年末・中間試験問題 佐藤芙佐子 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 佐藤研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 成人看護学講座 平成23年度学年末・中間試験問題 佐藤芙佐子 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 佐藤研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 母子看護学講座 平成20年度講座会議関連文書 杉本陽子 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 研究室（625） 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 母子看護学講座 平成21年度講座会議関連文書 杉本陽子 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 研究室（626） 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 母子看護学講座 平成22年度講座会議関連文書 杉本陽子 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 研究室（627） 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 母子看護学講座 平成23年度講座会議関連文書 杉本陽子 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 研究室（627） 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看護学科 母子看護学講座 平成18年度定期試験問題・答案 杉本陽子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 研究室（623） 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看護学科 母子看護学講座 平成19年度定期試験問題・答案 杉本陽子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 研究室（624） 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 母子看護学講座 平成20年度定期試験問題・答案 杉本陽子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 研究室（625） 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 母子看護学講座 平成21年度定期試験問題・答案 杉本陽子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 研究室（626） 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 母子看護学講座 平成22年度定期試験問題・答案 杉本陽子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 研究室（627） 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 母子看護学講座 平成23年度定期試験問題・答案 杉本陽子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 研究室（627） 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看護学科 母子看護学講座 平成18年度レポート課題・提出課題 杉本陽子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 研究室（623） 医学部附属病院長 廃棄
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2007年度 看護学科 母子看護学講座 平成19年度レポート課題・提出課題 杉本陽子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 研究室（624） 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 母子看護学講座 平成20年度レポート課題・提出課題 杉本陽子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 研究室（625） 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 母子看護学講座 平成21年度レポート課題・提出課題 杉本陽子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 研究室（626） 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 母子看護学講座 平成22年度レポート課題・提出課題 杉本陽子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 研究室（627） 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 母子看護学講座 平成23年度レポート課題・提出課題 杉本陽子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 研究室（627） 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 母子看護学講座 平成20年度講座会議関連文書 母子看護学講座 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 研究室（625） 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 母子看護学講座 平成21年度講座会議関連文書 母子看護学講座 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 研究室（626） 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 母子看護学講座 平成22年度講座会議関連文書 母子看護学講座 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 研究室（627） 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 母子看護学講座 平成23年度講座会議関連文書 母子看護学講座 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 研究室（627） 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看護学科 母子看護学講座 平成18年度定期試験答案 村松十和 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看護学科 母子看護学講座 平成19年度定期試験答案 村松十和 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 母子看護学講座 平成20年度定期試験答案 村松十和 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 母子看護学講座 平成21年度定期試験答案 村松十和 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 母子看護学講座 平成22年度定期試験答案 村松十和 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 母子看護学講座 平成23年度定期試験答案 村松十和 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看護学科 母子看護学講座 平成18年度定期試験問題・答案 宮崎つた子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 研究室（624） 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看護学科 母子看護学講座 平成19年度定期試験問題・答案 宮崎つた子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 研究室（625） 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 母子看護学講座 平成20年度定期試験問題・答案 宮崎つた子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 研究室（626） 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 母子看護学講座 平成21年度定期試験問題・答案 宮崎つた子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 研究室（627） 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 母子看護学講座 平成22年度定期試験問題・答案 宮崎つた子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 研究室（628） 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 母子看護学講座 平成23年度定期試験問題・答案 宮崎つた子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 研究室（628） 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看護学科 母子看護学講座 平成18年度レポート課題・提出課題 宮崎つた子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 研究室（624） 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看護学科 母子看護学講座 平成19年度レポート課題・提出課題 宮崎つた子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 研究室（625） 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 母子看護学講座 平成20年度レポート課題・提出課題 宮崎つた子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 研究室（626） 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 母子看護学講座 平成21年度レポート課題・提出課題 宮崎つた子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 研究室（627） 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 母子看護学講座 平成22年度レポート課題・提出課題 宮崎つた子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 研究室（628） 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 母子看護学講座 平成23年度レポート課題・提出課題 宮崎つた子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 研究室（628） 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 母子看護学講座 平成20年度講座会議関連文書 宮崎つた子 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 研究室（626） 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 母子看護学講座 平成21年度講座会議関連文書 宮崎つた子 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 研究室（627） 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 母子看護学講座 平成22年度講座会議関連文書 宮崎つた子 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 研究室（628） 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 母子看護学講座 平成23年度講座会議関連文書 宮崎つた子 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 研究室（628） 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看護学科 母子看護学講座 平成18年度定期試験問題・答案 杉浦絹子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看護学科 母子看護学講座 平成19年度定期試験問題・答案 杉浦絹子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 母子看護学講座 平成20年度定期試験問題・答案 杉浦絹子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 母子看護学講座 平成21年度定期試験問題・答案 杉浦絹子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 母子看護学講座 平成22年度定期試験問題・答案 杉浦絹子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 母子看護学講座 平成23年度定期試験問題・答案 杉浦絹子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 看護学科 母子看護学講座 平成18年度レポート課題・提出課題 杉浦絹子 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 看護学科 母子看護学講座 平成19年度レポート課題・提出課題 杉浦絹子 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 看護学科 母子看護学講座 平成20年度レポート課題・提出課題 杉浦絹子 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 看護学科 母子看護学講座 平成21年度レポート課題・提出課題 杉浦絹子 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 看護学科 母子看護学講座 平成22年度レポート課題・提出課題 杉浦絹子 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 看護学科 母子看護学講座 平成23年度レポート課題・提出課題 杉浦絹子 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 研究室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 精神神経科 精神神経科 平成18年度ポリクリレポート 小森照久 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 精神神経科 精神神経科 平成19年度ポリクリレポート 小森照久 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 精神神経科 精神神経科 平成20年度ポリクリレポート 小森照久 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 精神神経科 精神神経科 平成21年度ポリクリレポート 小森照久 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 精神神経科 精神神経科 平成22年度ポリクリレポート 小森照久 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 精神神経科 精神神経科 平成23年度ポリクリレポート 小森照久 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 精神神経科 精神神経科 平成18年度研究同意書 小森照久 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 精神神経科 精神神経科 平成19年度研究同意書 小森照久 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
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2008年度 精神神経科 精神神経科 平成20年度研究同意書 小森照久 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 精神神経科 精神神経科 平成21年度研究同意書 小森照久 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 精神神経科 精神神経科 平成22年度研究同意書 小森照久 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 精神神経科 精神神経科 平成23年度研究同意書 小森照久 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 助教授室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 精神神経科 精神神経科 平成22年度ポリクリレポート 城山隆 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 医員室 医学部附属病院長 廃棄
2006年度 小児科 小児科 平成18年度卒業試験問題 堀浩樹 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 小児科再生医療研究室 医学部附属病院長 廃棄
2007年度 小児科 小児科 平成19年度卒業試験問題 堀浩樹 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 小児科再生医療研究室 医学部附属病院長 廃棄
2008年度 小児科 小児科 平成20年度卒業試験問題 堀浩樹 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 小児科再生医療研究室 医学部附属病院長 廃棄
2009年度 小児科 小児科 平成21年度卒業試験問題 堀浩樹 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 小児科再生医療研究室 医学部附属病院長 廃棄
2010年度 小児科 小児科 平成22年度卒業試験問題 堀浩樹 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 小児科再生医療研究室 医学部附属病院長 廃棄
2011年度 小児科 小児科 平成23年度卒業試験問題 堀浩樹 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 小児科再生医療研究室 医学部附属病院長 廃棄
1981年度 総務 学内会計関係規程 昭和56年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1982年度 総務 学内会計関係規程 昭和57年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1983年度 総務 学内会計関係規程 昭和58年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1984年度 総務 学内会計関係規程 昭和59年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1985年度 総務 学内会計関係規程 昭和60年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1986年度 総務 学内会計関係規程 昭和61年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1987年度 総務 学内会計関係規程 昭和62年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1988年度 総務 学内会計関係規程 昭和63年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1989年度 総務 学内会計関係規程 平成元年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1990年度 総務 学内会計関係規程 平成2年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1991年度 総務 学内会計関係規程 平成3年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1992年度 総務 学内会計関係規程 平成4年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1993年度 総務 学内会計関係規程 平成5年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1994年度 総務 学内会計関係規程 平成6年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1995年度 総務 学内会計関係規程 平成7年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1996年度 総務 学内会計関係規程 平成8年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1997年度 総務 学内会計関係規程 平成9年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1998年度 総務 学内会計関係規程 平成10年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1999年度 総務 学内会計関係規程 平成11年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2000年度 総務 学内会計関係規程 平成12年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2001年度 総務 学内会計関係規程 平成13年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2002年度 総務 学内会計関係規程 平成14年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2003年度 総務 学内会計関係規程 平成15年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2004年度 総務 学内会計関係規程 平成16年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2005年度 総務 学内会計関係規程 平成17年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2006年度 総務 学内会計関係規程 平成18年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2007年度 総務 学内会計関係規程 平成19年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2008年度 総務 学内会計関係規程 平成20年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2009年度 総務 学内会計関係規程 平成21年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2010年度 総務 学内会計関係規程 平成22年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2011年度 総務 学内会計関係規程 平成23年度三重大学医学部附属病院諸料金規程 医学部経営管理課総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1981年度 総務 通知、調査報告 昭和56年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1982年度 総務 通知、調査報告 昭和57年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1983年度 総務 通知、調査報告 昭和58年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1984年度 総務 通知、調査報告 昭和59年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1985年度 総務 通知、調査報告 昭和60年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1986年度 総務 通知、調査報告 昭和61年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1987年度 総務 通知、調査報告 昭和62年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1988年度 総務 通知、調査報告 昭和63年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1989年度 総務 通知、調査報告 平成元年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
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1990年度 総務 通知、調査報告 平成2年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1991年度 総務 通知、調査報告 平成3年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1992年度 総務 通知、調査報告 平成4年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1993年度 総務 通知、調査報告 平成5年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1994年度 総務 通知、調査報告 平成6年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1995年度 総務 通知、調査報告 平成7年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1996年度 総務 通知、調査報告 平成8年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1997年度 総務 通知、調査報告 平成9年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1998年度 総務 通知、調査報告 平成10年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1999年度 総務 通知、調査報告 平成11年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2000年度 総務 通知、調査報告 平成12年度文部省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2001年度 総務 通知、調査報告 平成13年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2002年度 総務 通知、調査報告 平成14年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2003年度 総務 通知、調査報告 平成15年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2004年度 総務 通知、調査報告 平成16年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2005年度 総務 通知、調査報告 平成17年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2006年度 総務 通知、調査報告 平成18年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2007年度 総務 通知、調査報告 平成19年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2008年度 総務 通知、調査報告 平成20年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2009年度 総務 通知、調査報告 平成21年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2010年度 総務 通知、調査報告 平成22年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2011年度 総務 通知、調査報告 平成23年度文部科学省からの重要法令・規則・通達等文書 医学部経営管理課総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2001年度 予算企画 概算要求 平成13年度歳出概算要求書及び同附属資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2002年度 予算企画 概算要求 平成14年度歳出概算要求書及び同附属資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2003年度 予算企画 概算要求 平成15年度歳出概算要求書及び同附属資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2004年度 予算企画 概算要求 平成16年度歳出概算要求書及び同附属資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2005年度 予算企画 概算要求 平成17年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2006年度 予算企画 概算要求 平成18年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2007年度 予算企画 概算要求 平成19年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2008年度 予算企画 概算要求 平成20年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2009年度 予算企画 概算要求 平成21年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2010年度 予算企画 概算要求 平成22年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
2011年度 予算企画 概算要求 平成23年度概算要求書及び関連資料（部局提出分） 医学部経営管理課予算企画係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部経営管理課長 廃棄
1973年度 医事 指定・登録 保険医療機関等指定申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1994年度 医事 指定・登録 平成6年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1995年度 医事 指定・登録 平成7年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1996年度 医事 指定・登録 平成8年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1997年度 医事 指定・登録 平成9年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1998年度 医事 指定・登録 平成10年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1999年度 医事 指定・登録 平成11年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2000年度 医事 指定・登録 平成12年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医事 指定・登録 平成13年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医事 指定・登録 平成14年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医事 指定・登録 平成15年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医事 指定・登録 平成16年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医事 指定・登録 平成17年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医事 指定・登録 平成18年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医事 指定・登録 平成19年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医事 指定・登録 平成20年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医事 指定・登録 平成21年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医事 指定・登録 平成22年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
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2011年度 医事 指定・登録 平成23年身体障害者福祉法指定医登録申請関係書類 医学部医療サービス課医事係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医事 移植・在宅医療 平成14年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医事 移植・在宅医療 平成15年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医事 移植・在宅医療 平成16年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医事 移植・在宅医療 平成17年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医事 移植・在宅医療 平成18年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医事 移植・在宅医療 平成19年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医事 移植・在宅医療 平成20年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医事 移植・在宅医療 平成21年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医事 移植・在宅医療 平成22年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医事 移植・在宅医療 平成23年度骨髄移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医事 移植・在宅医療 平成14年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医事 移植・在宅医療 平成15年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医事 移植・在宅医療 平成17年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医事 移植・在宅医療 平成18年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医事 移植・在宅医療 平成19年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医事 移植・在宅医療 平成20年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医事 移植・在宅医療 平成21年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医事 移植・在宅医療 平成22年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医事 移植・在宅医療 平成23年度腎移植関係書類 医学部医療サービス課医事係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 校費負担 平成18年度校費負担患者関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 校費負担 平成19年度校費負担患者関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 校費負担 平成20年度校費負担患者関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 校費負担 平成21年度校費負担患者関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 校費負担 平成22年度校費負担患者関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医療福祉 校費負担 平成23年度校費負担患者関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療福祉 医療保障 平成13年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療福祉 医療保障 平成14年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療福祉 医療保障 平成15年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療福祉 医療保障 平成16年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療福祉 医療保障 平成17年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 医療保障 平成18年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 医療保障 平成19年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 医療保障 平成20年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 医療保障 平成21年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 医療保障 平成22年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医療福祉 医療保障 平成23年度医療保障申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 医療保障 平成18年度公費負担申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 医療保障 平成19年度公費負担申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 医療保障 平成20年度公費負担申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 医療保障 平成21年度公費負担申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 医療保障 平成22年度公費負担申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医療福祉 医療保障 平成23年度公費負担申請関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療福祉 医療保障 平成13年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療福祉 医療保障 平成14年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療福祉 医療保障 平成15年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療福祉 医療保障 平成16年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療福祉 医療保障 平成17年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 医療保障 平成18年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 医療保障 平成19年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 医療保障 平成20年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
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2009年度 医療福祉 医療保障 平成21年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 医療保障 平成22年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医療福祉 医療保障 平成23年度給付決定関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1981年度 医療福祉 診療契約 昭和56年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1982年度 医療福祉 診療契約 昭和57年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1983年度 医療福祉 診療契約 昭和58年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1984年度 医療福祉 診療契約 昭和59年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1985年度 医療福祉 診療契約 昭和60年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1986年度 医療福祉 診療契約 昭和61年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1987年度 医療福祉 診療契約 昭和62年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1988年度 医療福祉 診療契約 昭和63年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1989年度 医療福祉 診療契約 平成元年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1990年度 医療福祉 診療契約 平成2年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1991年度 医療福祉 診療契約 平成3年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1992年度 医療福祉 診療契約 平成4年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1993年度 医療福祉 診療契約 平成5年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1994年度 医療福祉 診療契約 平成6年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1995年度 医療福祉 診療契約 平成7年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1996年度 医療福祉 診療契約 平成8年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1997年度 医療福祉 診療契約 平成9年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1998年度 医療福祉 診療契約 平成10年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1999年度 医療福祉 診療契約 平成11年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2000年度 医療福祉 診療契約 平成12年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療福祉 診療契約 平成13年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療福祉 診療契約 平成14年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療福祉 診療契約 平成15年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療福祉 診療契約 平成16年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療福祉 診療契約 平成17年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 診療契約 平成18年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 診療契約 平成19年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 診療契約 平成20年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 診療契約 平成21年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 診療契約 平成22年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医療福祉 診療契約 平成23年度診療契約関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 委員会等 平成18年度業務サービス向上推進委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 委員会等 平成19年度業務サービス向上推進委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 委員会等 平成20年度業務サービス向上推進委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 委員会等 平成21年度業務サービス向上推進委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 委員会等 平成22年度業務サービス向上推進委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医療福祉 委員会等 平成23年度業務サービス向上推進委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療福祉 委員会等 平成13年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療福祉 委員会等 平成14年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療福祉 委員会等 平成15年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療福祉 委員会等 平成16年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療福祉 委員会等 平成17年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療福祉 委員会等 平成18年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 委員会等 平成19年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 委員会等 平成20年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 委員会等 平成21年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 委員会等 平成22年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医療福祉 委員会等 平成23年度診療情報提供委員会 医学部医療サービス課医療福祉係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
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2006年度 医療福祉 治験 平成18年度治験関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療福祉 治験 平成19年度治験関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療福祉 治験 平成20年度治験関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療福祉 治験 平成21年度治験関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療福祉 治験 平成22年度治験関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医療福祉 治験 平成23年度治験関係書類 医学部医療サービス課医療福祉係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療安全対策 委員会等 平成13年度医療事故等対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療安全対策 委員会等 平成14年度医療事故等対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療安全対策 委員会等 平成15年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療安全対策 委員会等 平成16年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療安全対策 委員会等 平成17年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療安全対策 委員会等 平成18年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療安全対策 委員会等 平成19年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療安全対策 委員会等 平成20年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療安全対策 委員会等 平成21年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療安全対策 委員会等 平成22年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医療安全対策 委員会等 平成23年度医療問題対策委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2001年度 医療安全対策 委員会等 平成13年度安全管理委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2002年度 医療安全対策 委員会等 平成14年度安全管理委員会 医学部医療サービス課医療安全対策係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2003年度 医療安全対策 委員会等 平成15年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2004年度 医療安全対策 委員会等 平成16年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2005年度 医療安全対策 委員会等 平成17年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2006年度 医療安全対策 委員会等 平成18年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2007年度 医療安全対策 委員会等 平成19年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2008年度 医療安全対策 委員会等 平成20年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2009年度 医療安全対策 委員会等 平成21年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2010年度 医療安全対策 委員会等 平成22年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
2011年度 医療安全対策 委員会等 平成23年度安全管理室会議 医学部医療サービス課医療安全対策係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
－ 診療管理係 診療録 外来診療録 医学部医療サービス課診療管理係 － 5年 － 紙・電子媒体 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄 終診療日から5年

－ 診療管理係 診療録 入院診療録 医学部医療サービス課診療管理係 － 10年 － 紙・電子媒体 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄 終退院日から10年

1973年度 医療安全対策 訟務 医療訴訟関係書類 医学部医療サービス課医療安全対策係 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 附属病院事務部医療サービス課長 廃棄
1978年度 総務 会議等 研究科委員会 工学部総務係 1979/4/1 常用 － 紙 事務室・倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1969年度 総務 会議等 教員選考委員会 工学部総務係 1970/4/1 常用 － 紙 事務室・倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 会議等 教授会議 工学部総務係 1993/4/1 常用 － 紙 事務室・倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 会議等 昭和５６年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 会議等 昭和５７年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 会議等 昭和５８年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 会議等 昭和５９年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 会議等 昭和６０年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 会議等 昭和６１年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 会議等 昭和６２年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 会議等 昭和６３年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 会議等 平成元年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 会議等 平成２年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 会議等 平成３年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 会議等 平成４年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 会議等 平成５年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 会議等 平成６年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 会議等 平成７年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 会議等 平成８年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 会議等 平成９年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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1998年度 総務 会議等 平成１０年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 会議等 平成１１年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 会議等 平成１２年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 会議等 平成１３年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 会議等 平成１４年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 平成１５年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 会議等 平成１６年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 会議等 平成１７年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 会議等 平成１８年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 会議等 平成１９年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 会議等 平成２０年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 会議等 平成２１年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 会議等 平成２２年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 会議等 平成２３年度学科長・専攻長会議 工学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 会議等 第６回工学部在り方懇話会 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 会議等 第７回工学部在り方懇話会 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 第８回工学部在り方懇話会 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 会議等 平成１３年度学部全国・地区会議関係 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 会議等 平成１４年度学部全国・地区会議関係 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 平成１５年度学部全国・地区会議関係 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 会議等 平成１６年度学部全国・地区会議関係 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 会議等 平成１７年度学部全国・地区会議関係 工学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成１３年度工学部将来計画委員会 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成１４年度工学部将来計画委員会 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成１５年度工学部将来計画委員会 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成１６年度工学部将来計画委員会 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成１３年度第３次工学部改革案検討委員会 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成１４年度第３次工学部改革案検討委員会 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成１５年度第３次工学部改革案検討委員会 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成１３年度工学部自己点検・評価委員会 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成１４年度工学部自己点検・評価委員会 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成１５年度工学部自己点検・評価委員会 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成１６年度工学部自己点検・評価委員会 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成１７年度工学部自己点検・将来計画委員会 工学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度工学部自己点検・将来計画委員会 工学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度工学部自己点検・将来計画委員会 工学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度工学部自己点検・評価将来計画委員会 工学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度工学部自己点検・評価将来計画委員会 工学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度工学部自己点検委員会 工学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度工学部自己点検委員会 工学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成１３年度工学部国際交流委員会 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成１４年度工学部国際交流委員会 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成１５年度工学部国際交流委員会 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成１６年度工学部国際交流委員会 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成１７年度工学部国際交流委員会 工学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度工学部国際交流委員会 工学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度工学部国際交流委員会 工学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度工学部国際交流委員会 工学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度工学部国際交流委員会 工学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度工学部国際交流委員会 工学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 各種委員会等 平成２３年度工学部国際交流委員会 工学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度工学部広報委員会 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度工学部広報委員会 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度工学部広報委員会 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度工学部広報委員会 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度工学部広報委員会 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 旅行発令等 平成１８年度出張命令・依頼伺 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 旅行発令等 平成１９年度出張命令・依頼伺 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 旅行発令等 平成２０年度出張命令・依頼伺 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 旅行発令等 平成２１年度出張命令・依頼伺 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 旅行発令等 平成２２年度出張命令・依頼伺 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 旅行発令等 平成２３年度出張命令・依頼伺 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 旅行発令等 平成１８年度復命書 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 旅行発令等 平成１９年度復命書 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 旅行発令等 平成２０年度復命書 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 旅行発令等 平成２１年度復命書 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 旅行発令等 平成２２年度復命書 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 旅行発令等 平成２３年度復命書 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 選挙 昭和５７年度学部長候補者選挙 工学部総務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 選挙 昭和５８年度学部長候補者選挙 工学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 選挙 昭和６０年度学部長候補者選挙 工学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 選挙 昭和６２年度学部長候補者選挙 工学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 選挙 昭和６３年度学部長候補者選挙 工学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 選挙 平成２年度学部長候補者選挙 工学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 選挙 平成３年度学部長候補者選挙 工学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 選挙 平成５年度学部長候補者選挙 工学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 選挙 平成６年度学部長候補者選挙 工学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 選挙 平成８年度学部長候補者選挙 工学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 選挙 平成９年度学部長候補者選挙 工学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 選挙 平成１１年度学部長候補者選挙 工学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 選挙 平成１２年度学部長候補者選挙 工学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 選挙 平成１４年度学部長候補者選挙 工学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 選挙 平成１５年度学部長候補者選挙 工学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 選挙 平成１７年度学部長候補者選挙 工学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 選挙 平成１８年度学部長候補者選挙 工学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 選挙 平成２０年度学部長候補者選挙 工学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 選挙 平成２１年度学部長候補者選挙 工学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 選挙 平成２３年度学部長候補者選挙 工学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1979年度 総務 広報 工学部・大学院工学研究科概要（保存用） 工学部総務係 1980/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 公印 公印作成・改刻・廃止関係書類 工学部総務係 2001/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 文書接受等 昭和５９年度文書処理簿 工学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 文書接受等 昭和６０年度文書処理簿 工学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 文書接受等 昭和６１年度文書処理簿 工学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 文書接受等 昭和６２年度文書処理簿 工学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 文書接受等 昭和６３年度文書処理簿 工学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 文書接受等 平成元年度文書処理簿 工学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 文書接受等 平成２年度文書処理簿 工学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 文書接受等 平成３年度文書処理簿 工学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 文書接受等 平成４年度文書処理簿 工学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 文書接受等 平成５年度文書処理簿 工学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 文書接受等 平成６年度文書処理簿 工学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 文書接受等 平成７年度文書処理簿 工学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
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1996年度 総務 文書接受等 平成８年度文書処理簿 工学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 文書接受等 平成１８年度特殊文書受付簿 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 文書接受等 平成１９年度特殊文書受付簿 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 文書接受等 平成２０年度特殊文書受付簿 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 文書接受等 平成２１年度特殊文書受付簿 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 文書接受等 平成２２年度特殊文書受付簿 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 文書接受等 平成２３年度特殊文書受付簿 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 文書接受等 平成１８年度郵便発送簿 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 文書接受等 平成１９年度郵便発送簿 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 文書接受等 平成２０年度郵便発送簿 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 文書接受等 平成２１年度郵便発送簿 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 文書接受等 平成２２年度郵便発送簿 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 文書接受等 平成２３年度郵便発送簿 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 文書接受等 平成１８年度郵便料金計器計示額報告書（控） 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 文書接受等 平成１９年度郵便料金計器計示額報告書（控） 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 文書接受等 平成２０年度郵便料金計器計示額報告書（控） 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 文書接受等 平成２１年度郵便料金計器計示額報告書（控） 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 文書接受等 平成２２年度郵便料金計器計示額報告書（控） 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 文書接受等 平成２３年度郵便料金計器計示額報告書（控） 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 自己点検・評価 工学部自己点検・評価報告書（保存用） 工学部総務係 1994/4/1 5年 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 自己点検・評価 工学部外部評価報告書（保存用） 工学部総務係 1997/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1973年度 総務 規程 工学部規則集 工学部総務係 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1969年度 総務 規程 学内規程等関係書類 工学部総務係 1970/4/1 常用 － 紙 事務室・倉庫１から３ 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 調査・統計 平成１３年度科学技術研究調査 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 調査・統計 平成１４年度科学技術研究調査 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 調査・統計 平成１５年度科学技術研究調査 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 調査・統計 平成１６年度科学技術研究調査 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 調査・統計 平成１７年度科学技術研究調査 工学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 調査・統計 平成１８年度科学技術研究調査 工学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 調査・統計 平成１９年度科学技術研究調査 工学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 調査・統計 平成２０年度科学技術研究調査 工学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 調査・統計 平成２１年度科学技術研究調査 工学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 調査・統計 平成２２年度科学技術研究調査 工学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 調査・統計 平成２３年度科学技術研究調査 工学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 調査・統計 平成１３年度学校基本調査 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 調査・統計 平成１４年度学校基本調査 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 調査・統計 平成１５年度学校基本調査 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 調査・統計 平成１６年度学校基本調査 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 調査・統計 平成１７年度学校基本調査 工学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 調査・統計 平成１８年度学校基本調査 工学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 調査・統計 平成１９年度学校基本調査 工学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 調査・統計 平成２０年度学校基本調査 工学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 調査・統計 平成２１年度学校基本調査 工学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 調査・統計 平成２２年度学校基本調査 工学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 調査・統計 平成２３年度学校基本調査 工学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 海外渡航 平成１８年度外国出張関係書類 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 海外渡航 平成１９年度外国出張関係書類 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 海外渡航 平成２０年度外国出張関係書類 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 海外渡航 平成２１年度外国出張関係書類 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 海外渡航 平成２２年度外国出張関係書類 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 海外渡航 平成２３年度外国出張関係書類 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2006年度 総務 海外渡航 平成１８年度海外研修関係書類 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 海外渡航 平成１９年度海外研修関係書類 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 海外渡航 平成２０年度海外研修関係書類 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 海外渡航 平成２１年度海外研修関係書類 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 海外渡航 平成２２年度海外研修関係書類 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 海外渡航 平成２３年度海外研修関係書類 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 外国の大学等との学術交流 学部間協定関係書類 工学部総務係 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1972年度 総務 学位記 学位記台帳 工学部総務係 1973/4/1 30年 － 紙 事務室（教務係） 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 教員の研究活動調査 三重大学における工学研究（保存用） 工学部総務係 1995/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 教員の研究活動調査 研究活動一覧（保存用） 工学部総務係 1995/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1976年度 総務 教員の研究活動調査 研究報告書（リサーチレポート）（保存用） 工学部総務係 1977/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 技官の研究活動 技術官等による技術報告集（保存用） 工学部総務係 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1979年度 総務 儀式 工学部創立１０周年記念関係 工学部総務係 1980/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 儀式 三重大学工学部創設３０周年記念関係 工学部総務係 2000/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 任免 昭和５６年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 任免 昭和５７年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 任免 昭和５８年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 任免 昭和５９年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 任免 昭和６０年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 任免 昭和６１年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和６２年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 任免 昭和６３年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成２年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成３年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成４年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成５年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成６年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成７年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成８年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成９年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成１０年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成１１年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成１２年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度任免関係書類（定員内職員） 工学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度任免関係書類（非常勤職員） 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度任免関係書類（非常勤職員） 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度任免関係書類（非常勤職員） 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度任免関係書類（非常勤職員） 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度任免関係書類（非常勤職員） 工学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度任免関係書類（非常勤職員） 工学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2007年度 総務 任免 平成１９年度任免関係書類（非常勤職員） 工学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度任免関係書類（非常勤職員） 工学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度任免関係書類（非常勤職員） 工学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度任免関係書類（非常勤職員） 工学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度任免関係書類（非常勤職員） 工学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度任免関係書類（非常勤講師） 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度任免関係書類（非常勤講師） 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度任免関係書類（非常勤講師） 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度任免関係書類（非常勤講師） 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度任免関係書類（非常勤講師） 工学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度任免関係書類（非常勤講師） 工学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度任免関係書類（非常勤講師） 工学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度任免関係書類（非常勤講師） 工学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度任免関係書類（非常勤講師） 工学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度任免関係書類（非常勤講師） 工学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度任免関係書類（非常勤講師） 工学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 任免 昭和５６年度定員現員表 工学部総務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 任免 昭和５７年度定員現員表 工学部総務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 任免 昭和５８年度定員現員表 工学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 任免 昭和５９年度定員現員表 工学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 倉庫２ 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和６２年度定員現員表 工学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 任免 昭和６３年度定員現員表 工学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度定員現員表 工学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成２年度定員現員表 工学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成３年度定員現員表 工学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成４年度定員現員表 工学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成５年度定員現員表 工学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成６年度定員現員表 工学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成７年度定員現員表 工学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成８年度定員現員表 工学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成９年度定員現員表 工学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成１０年度定員現員表 工学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成１１年度定員現員表 工学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成１２年度定員現員表 工学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度定員現員表 工学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度定員現員表 工学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度定員現員表 工学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度定員現員表 工学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度定員現員表 工学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度定員現員表 工学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度定員現員表 工学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度定員現員表 工学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度定員現員表 工学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度定員現員表 工学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度定員現員表 工学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1970年度 総務 任免 人事記録（パート職員） 工学部総務係 1971/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度Ｔ・Ａ関係書類 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度Ｔ・Ａ関係書類 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度Ｔ・Ａ関係書類 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度Ｔ・Ａ関係書類 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度Ｔ・Ａ関係書類 工学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2006年度 総務 任免 平成１８年度Ｔ・Ａ関係書類 工学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度Ｔ・Ａ関係書類 工学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度Ｔ・Ａ関係書類 工学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度Ｔ・Ａ関係書類 工学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度Ｔ・Ａ関係書類 工学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度Ｔ・Ａ関係書類 工学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度Ｒ・Ａ関係書類 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度Ｒ・Ａ関係書類 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度Ｒ・Ａ関係書類 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度Ｒ・Ａ関係書類 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度Ｒ・Ａ関係書類 工学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度Ｒ・Ａ関係書類 工学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度Ｒ・Ａ関係書類 工学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度Ｒ・Ａ関係書類 工学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度Ｒ・Ａ関係書類 工学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度Ｒ・Ａ関係書類 工学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度Ｒ・Ａ関係書類 工学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 給与 平成１３年度給与関係書類 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 給与 平成１４年度給与関係書類 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 給与 平成１５年度給与関係書類 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 給与 平成１６年度給与関係書類 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 給与 平成１７年度給与関係書類 工学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 給与 平成１８年度給与関係書類 工学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 給与 平成１９年度給与関係書類 工学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 給与 平成２０年度給与関係書類 工学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 給与 平成２１年度給与関係書類 工学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 給与 平成２２年度給与関係書類 工学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 給与 平成２３年度給与関係書類 工学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 給与 平成１８年度俸給の調整額関係書類 工学部総務係 2007/4/1 要件喪失から5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 給与 平成１９年度俸給の調整額関係書類 工学部総務係 2008/4/1 要件喪失から5年 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 給与 平成２０年度俸給の調整額関係書類 工学部総務係 2009/4/1 要件喪失から5年 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 給与 平成２１年度俸給の調整額関係書類 工学部総務係 2010/4/1 要件喪失から5年 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 給与 平成２２年度俸給の調整額関係書類 工学部総務係 2011/4/1 要件喪失から5年 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 給与 平成２３年度俸給の調整額関係書類 工学部総務係 2012/4/1 要件喪失から5年 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年 総務 服務・勤務時間 平成１８年出勤簿 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年 総務 服務・勤務時間 平成１９年出勤簿 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年 総務 服務・勤務時間 平成２０年出勤簿 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年 総務 服務・勤務時間 平成２１年出勤簿 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年 総務 服務・勤務時間 平成２２年出勤簿 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年 総務 服務・勤務時間 平成２３年出勤簿 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年 総務 服務・勤務時間 平成１８年休暇簿 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年 総務 服務・勤務時間 平成１９年休暇簿 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年 総務 服務・勤務時間 平成２０年休暇簿 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年 総務 服務・勤務時間 平成２１年休暇簿 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年 総務 服務・勤務時間 平成２２年休暇簿 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年 総務 服務・勤務時間 平成２３年休暇簿 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度超過勤務命令簿 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度超過勤務命令簿 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年度超過勤務命令簿 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年度超過勤務命令簿 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年度超過勤務命令簿 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年度超過勤務命令簿 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度研修願 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度研修願 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年度研修願 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年度研修願 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年度研修願 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年度研修願 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 栄典・表彰 昭和５６年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 総務 栄典・表彰 昭和５７年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 総務 栄典・表彰 昭和５８年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 総務 栄典・表彰 昭和５９年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 総務 栄典・表彰 昭和６０年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 栄典・表彰 昭和６１年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 栄典・表彰 昭和６２年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 栄典・表彰 昭和６３年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 栄典・表彰 平成元年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 栄典・表彰 平成２年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 栄典・表彰 平成３年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 栄典・表彰 平成４年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 栄典・表彰 平成５年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 栄典・表彰 平成６年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 栄典・表彰 平成７年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 栄典・表彰 平成８年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 栄典・表彰 平成９年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 栄典・表彰 平成１０年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 栄典・表彰 平成１１年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 栄典・表彰 平成１２年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 栄典・表彰 平成１３年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 栄典・表彰 平成１４年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 栄典・表彰 平成１５年度叙位・叙勲・褒賞関係書類 工学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 総務 職員の安全管理 昭和５６年度安全管理関係書類 工学部総務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 職員の安全管理 昭和６１年度安全管理関係書類 工学部総務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 職員の安全管理 平成４年度安全管理関係書類 工学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 職員の安全管理 平成６年度安全管理関係書類 工学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 職員の安全管理 平成７年度安全管理関係書類 工学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 職員の安全管理 平成８年度安全管理関係書類 工学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 職員の安全管理 平成９年度安全管理関係書類 工学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 職員の安全管理 平成１０年度安全管理関係書類 工学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 職員の安全管理 平成１１年度安全管理関係書類 工学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 職員の安全管理 平成１２年度安全管理関係書類 工学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 職員の安全管理 平成１３年度安全管理関係書類 工学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 職員の安全管理 平成１６年度労働安全衛生法関係書類 工学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 職員の安全管理 平成１７年度労働安全衛生法関係書類 工学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の安全管理 平成１８年度労働安全衛生法関係書類 工学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 職員の安全管理 平成１９年度労働安全衛生法関係書類 工学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2008年度 総務 職員の安全管理 平成２０年度労働安全衛生法関係書類 工学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 職員の安全管理 平成２１年度労働安全衛生法関係書類 工学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 職員の安全管理 平成２２年度労働安全衛生法関係書類 工学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の安全管理 平成２３年度労働安全衛生法関係書類 工学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の併任・兼業 平成１８年度兼業関係書類 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 職員の併任・兼業 平成１９年度兼業関係書類 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 職員の併任・兼業 平成２０年度兼業関係書類 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 職員の併任・兼業 平成２１年度兼業関係書類 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 職員の併任・兼業 平成２２年度兼業関係書類 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の併任・兼業 平成２３年度兼業関係書類 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1973年度 総務 設置・資格認定 設置関係書類 工学部総務係 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1973年度 総務 設置・資格認定 国家試験認定関係書類 工学部総務係 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善等に係る検討状況 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善等に係る検討状況関係書類 工学部総務係 1996/4/1 常用 － 紙 事務室・倉庫１ 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 監守 平成１３年度国有財産監守計画 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 監守 平成１４年度国有財産監守計画 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 監守 平成１５年度国有財産監守計画 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 監守 平成１３年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 監守 平成１４年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 監守 平成１５年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成１３年度防火管理者選出解任書 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成１４年度防火管理者選出解任書 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成１５年度防火管理者選出解任書 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成１３年度防火隊編成一覧表 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成１４年度防火隊編成一覧表 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成１５年度防火隊編成一覧表 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成１３年度消防計画書 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成１４年度消防計画書 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成１５年度消防計画書 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 防火管理、消防 平成１６年度消防計画書 工学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 防火管理、消防 平成１７年度消防計画書 工学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 防火管理、消防 平成１８年度消防計画書 工学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 防火管理、消防 平成１９年度消防計画書 工学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 防火管理、消防 平成２０年度消防計画書 工学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 防火管理、消防 平成２１年度消防計画書 工学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 防火管理、消防 平成２２年度消防計画書 工学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 防火管理、消防 平成２３年度消防計画書 工学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 防火管理、消防 平成１３年度消防設備点検結果報告書 工学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 防火管理、消防 平成１４年度消防設備点検結果報告書 工学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 防火管理、消防 平成１５年度消防設備点検結果報告書 工学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 給与支給 平成１８年度賃金支給調書 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 給与支給 平成１９年度賃金支給調書 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 給与支給 平成２０年度賃金支給調書 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 給与支給 平成２１年度賃金支給調書 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 給与支給 平成２２年度賃金支給調書 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 給与支給 平成２３年度賃金支給調書 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 所得税・住民税 平成１８年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成１９年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成２０年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成２１年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成２２年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 所得税・住民税 平成２３年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2006年度 総務 所得税・住民税 平成１８年度給与所得者保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成１９年度給与所得者保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成２０年度給与所得者保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成２１年度給与所得者保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成２２年度給与所得者保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 所得税・住民税 平成２３年度給与所得者保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 所得税・住民税 平成１８年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成１９年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成２０年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成２１年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成２２年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 所得税・住民税 平成２３年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 謝金 平成１８年度謝金支給調書 工学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 謝金 平成１９年度謝金支給調書 工学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 謝金 平成２０年度謝金支給調書 工学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 謝金 平成２１年度謝金支給調書 工学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 謝金 平成２２年度謝金支給調書 工学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 謝金 平成２３年度謝金支給調書 工学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1969年度 総務 物品 物品管理簿 工学部総務係 1970/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1969年度 総務 物品 物品供用簿 工学部総務係 1970/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1969年度 総務 物品 物品使用簿 工学部総務係 1970/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度教務委員会 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成１４年度学務委員会 工学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成１５年度学務委員会 工学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 平成１６年度学務委員会 工学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 平成１７年度学務委員会 工学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 平成１８年度教務委員会 工学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 各種委員会等 平成１９年度教務委員会 工学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 平成２０年度教務委員会 工学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成２１年度教務委員会 工学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 平成２２年度教務委員会 工学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 平成２３年度教務委員会 工学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度工学部入学試験実施委員会 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成１４年度工学部入試実施委員会 工学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成１５年度工学部入試実施委員会 工学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 平成１６年度工学部入試実施委員会 工学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 平成１７年度工学部入試委員会 工学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 平成１８年度工学部入試委員会 工学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 各種委員会等 平成１９年度工学部入試委員会 工学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 平成２０年度工学部入試委員会 工学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成２１年度工学部入試委員会 工学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 平成２２年度工学部入試委員会 工学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 平成２３年度工学部入試委員会 工学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度工学部入学者選抜方法研究委員会 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度編入学試験実施委員会 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度大学院入試実施委員会 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度工学部教育問題検討委員会 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 平成１８年度編入学学生募集要項 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成１９年度編入学学生募集要項 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２０年度編入学学生募集要項 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２１年度編入学学生募集要項 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2010年度 学務 学生募集 平成２２年度編入学学生募集要項 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 平成２３年度編入学学生募集要項 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 平成１８年度ＡＯ学生募集要項 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成１９年度ＡＯ学生募集要項 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２０年度ＡＯ学生募集要項 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２１年度ＡＯ学生募集要項 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 平成２２年度ＡＯ学生募集要項 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 平成２３年度ＡＯ学生募集要項 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 平成１８年度大学院学生募集要項 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成１９年度大学院学生募集要項 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２０年度大学院学生募集要項 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２１年度大学院学生募集要項 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 平成２２年度大学院学生募集要項 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 平成２３年度大学院学生募集要項 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 平成１８年度編入学試験関係書類 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成１９年度編入学試験関係書類 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２０年度編入学試験関係書類 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２１年度編入学試験関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 平成２２年度編入学試験関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 平成２３年度編入学試験関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 平成２０年度広報委員会 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成２１年度広報委員会 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 平成２２年度広報委員会 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 平成２３年度広報委員会 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度専攻代表会議 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成１４年度専攻代表会議 工学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成１５年度専攻代表会議 工学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度図書委員会 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 各種委員会等 平成１３年度学生委員会 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 各種委員会等 平成１４年度学生委員会 工学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 各種委員会等 平成１５年度学生委員会 工学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 各種委員会等 平成１６年度学生委員会 工学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 各種委員会等 平成１７年度学生委員会 工学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 各種委員会等 平成１８年度学生委員会 工学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 各種委員会等 平成２０年度学生委員会 工学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成２１年度学生委員会 工学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 平成２２年度学生委員会 工学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 平成２３年度学生委員会 工学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分異動 昭和５６年度休学関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分異動 昭和５７年度休学関係書類 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分異動 昭和５８年度休学関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分異動 昭和５９年度休学関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分異動 昭和６０年度休学関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分異動 昭和６１年度休学関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分異動 昭和６２年度休学関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分異動 昭和６３年度休学関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分異動 平成元年度休学関係書類 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分異動 平成２年度休学関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分異動 平成３年度休学関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分異動 平成４年度休学関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 平成５年度休学関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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1994年度 学務 学生身分異動 平成６年度休学関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分異動 平成７年度休学関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分異動 平成８年度休学関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 平成９年度休学関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度休学関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度休学関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度休学関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度休学関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度休学関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度休学関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度休学関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度休学関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度休学関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度休学関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度休学関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度休学関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度休学関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度休学関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分異動 昭和５６年度復学関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分異動 昭和５７年度復学関係書類 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分異動 昭和５８年度復学関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分異動 昭和５９年度復学関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分異動 昭和６０年度復学関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分異動 昭和６１年度復学関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分異動 昭和６２年度復学関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分異動 平成元年度復学関係書類 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分異動 平成２年度復学関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分異動 平成３年度復学関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分異動 平成４年度復学関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 平成５年度復学関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分異動 平成６年度復学関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分異動 平成７年度復学関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分異動 平成８年度復学関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 平成９年度復学関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度復学関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度復学関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度復学関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度復学関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度復学関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度復学関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度復学関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度復学関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度復学関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度復学関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度復学関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度復学関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度復学関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度復学関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学生身分異動 昭和５６年度退学関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学生身分異動 昭和５７年度退学関係書類 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分異動 昭和５８年度退学関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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1984年度 学務 学生身分異動 昭和５９年度退学関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分異動 昭和６０年度退学関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分異動 昭和６１年度退学関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分異動 昭和６２年度退学関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分異動 昭和６３年度退学関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分異動 平成元年度退学関係書類 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分異動 平成２年度退学関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分異動 平成３年度退学関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分異動 平成４年度退学関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 平成５年度退学関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分異動 平成６年度退学関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分異動 平成７年度退学関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分異動 平成８年度退学関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 平成９年度退学関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度退学関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度退学関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度退学関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度退学関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度退学関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度退学関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度退学関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度退学関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度退学関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度退学関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度退学関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度退学関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度退学関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度退学関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分異動 昭和５９年度除籍関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分異動 昭和６０年度除籍関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分異動 昭和６１年度除籍関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分異動 昭和６２年度除籍関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分異動 昭和６３年度除籍関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分異動 平成４年度除籍関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 平成５年度除籍関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分異動 平成６年度除籍関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分異動 平成７年度除籍関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分異動 平成８年度除籍関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 平成９年度除籍関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度除籍関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度除籍関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度除籍関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度除籍関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度除籍関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度除籍関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度除籍関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度除籍関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度除籍関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度除籍関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度除籍関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度除籍関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度除籍関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 平成５年度懲戒関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分異動 平成８年度懲戒関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度懲戒関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度懲戒関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度懲戒関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度懲戒関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度懲戒関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度懲戒関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度懲戒関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度懲戒関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度懲戒関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度懲戒関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度懲戒関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度懲戒関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度懲戒関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度懲戒関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1969年度 学務 学　籍 学籍簿 工学部学務係 1970/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 非正規生等 昭和５６年度研究生関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 非正規生等 昭和５７年度研究生関係書類 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 非正規生等 昭和５８年度研究生関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 非正規生等 昭和５９年度研究生関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 非正規生等 昭和６０年度研究生関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生等 昭和６１年度研究生関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生等 昭和６２年度研究生関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生等 昭和６３年度研究生関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生等 平成元年度研究生関係書類 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生等 平成２年度研究生関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生等 平成３年度研究生関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生等 平成４年度研究生関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生等 平成５年度研究生関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生等 平成６年度研究生関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生等 平成７年度研究生関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生等 平成８年度研究生関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生等 平成９年度研究生関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生等 平成１０年度研究生関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生等 平成１１年度研究生関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生等 平成１２年度研究生関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生等 平成１３年度研究生関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生等 平成１４年度研究生関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生等 平成１５年度研究生関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生等 平成１６年度研究生関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生等 平成１７年度研究生関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生等 平成１８年度研究生関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生等 平成１９年度研究生関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生等 平成２０年度研究生関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生等 平成２１年度研究生関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生等 平成２２年度研究生関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生等 平成２３年度研究生関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 非正規生等 昭和５６年度聴講生関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 非正規生等 昭和５７年度聴講生関係書類 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄

268 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

1983年度 学務 非正規生等 昭和５８年度聴講生関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 非正規生等 昭和５９年度聴講生関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 非正規生等 昭和６０年度聴講生関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生等 昭和６１年度聴講生関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生等 昭和６２年度聴講生関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生等 昭和６３年度聴講生関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生等 平成元年度聴講生関係書類 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生等 平成２年度聴講生関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生等 平成３年度聴講生関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生等 平成４年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生等 平成５年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生等 平成６年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生等 平成７年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生等 平成８年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生等 平成９年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生等 平成１０年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生等 平成１１年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生等 平成１２年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生等 平成１３年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生等 平成１４年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生等 平成１５年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生等 平成１６年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生等 平成１７年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生等 平成１８年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生等 平成１９年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生等 平成２０年度科目等履修生関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生等 平成２１年度科目等履修生関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生等 平成２２年度科目等履修生関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生等 平成２３年度科目等履修生関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生等 平成７年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生等 平成８年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生等 平成９年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生等 平成１０年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 非正規生等 昭和５６年度研究生関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 非正規生等 昭和５７年度研究生関係書類 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 非正規生等 昭和５８年度研究生関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 非正規生等 昭和５９年度研究生関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生等 昭和６１年度研究生関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生等 昭和６２年度研究生関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生等 昭和６３年度研究生関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生等 平成元年度研究生関係書類 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生等 平成２年度研究生関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生等 平成３年度研究生関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生等 平成４年度研究生関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生等 平成５年度研究生関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生等 平成６年度研究生関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生等 平成７年度研究生関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生等 平成８年度研究生関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生等 平成１１年度研究生関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生等 平成１２年度研究生関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生等 平成１５年度研究生関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2004年度 学務 非正規生等 平成１６年度研究生関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生等 平成１７年度研究生関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生等 平成１８年度研究生関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生等 平成１９年度研究生関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生等 平成２０年度研究生関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生等 平成２１年度研究生関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生等 平成２２年度研究生関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生等 平成２３年度研究生関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 非正規生等 昭和５６年度聴講生関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生等 平成２年度聴講生関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 非正規生等 昭和５６年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 非正規生等 昭和５７年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 非正規生等 昭和５８年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 非正規生等 昭和５９年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 非正規生等 昭和６０年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生等 昭和６１年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生等 昭和６２年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生等 昭和６３年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生等 平成元年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生等 平成２年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生等 平成３年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生等 平成４年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生等 平成５年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生等 平成６年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生等 平成７年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生等 平成８年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生等 平成９年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生等 平成１０年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生等 平成１１年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生等 平成１２年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生等 平成１３年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生等 平成１４年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生等 平成１５年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生等 平成１６年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生等 平成１７年度特別聴講学生関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 非正規生等 昭和５６年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 非正規生等 昭和５７年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 非正規生等 昭和５８年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 非正規生等 昭和５９年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 非正規生等 昭和６０年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 非正規生等 昭和６１年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 非正規生等 昭和６２年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生等 昭和６３年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生等 平成元年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生等 平成２年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生等 平成３年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生等 平成４年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生等 平成５年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生等 平成６年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生等 平成７年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生等 平成８年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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1997年度 学務 非正規生等 平成９年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生等 平成１０年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生等 平成１１年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生等 平成１２年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生等 平成１３年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生等 平成１４年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生等 平成１５年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生等 平成１６年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生等 平成１７年度特別研究学生関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生等 平成２２年度特別研究学生関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生等 平成２３年度特別研究学生関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 教員免許状 昭和５６年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 教員免許状 昭和５７年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 教員免許状 昭和５８年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 教員免許状 昭和５９年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 教員免許状 昭和６０年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 教員免許状 昭和６１年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 教員免許状 平成４年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 教員免許状 平成５年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 教員免許状 平成６年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 教員免許状 平成７年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 教員免許状 平成８年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 教員免許状 平成９年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 教員免許状 平成１０年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 教員免許状 平成１１年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 教員免許状 平成１２年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 教員免許状 平成１３年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 教員免許状 平成１４年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 教員免許状 平成１５年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 教員免許状 平成１６年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 教員免許状 平成１７年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 教員免許状 平成１８年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 教員免許状 平成１９年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 教員免許状 平成２０年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 教員免許状 平成２１年度教員免許状関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 教員免許状 平成２２年度教員免許状関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 教員免許状 平成２３年度教員免許状関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 教育実習 平成１３年度教育実習関係書類 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 教育実習 平成１４年度教育実習関係書類 工学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 教育実習 平成１５年度教育実習関係書類 工学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 教育実習 平成１６年度教育実習関係書類 工学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 教育実習 平成１７年度教育実習関係書類 工学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 教育実習 平成１８年度教育実習関係書類 工学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 教育実習 平成１９年度教育実習関係書類 工学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 教育実習 平成２０年度教育実習関係書類 工学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 教育実習 平成２１年度教育実習関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 教育実習 平成２２年度教育実習関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 教育実習 平成２３年度教育実習関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度授業時間割 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度授業時間割 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度授業時間割 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄

271 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2009年度 学務 授業履修 平成２１年度授業時間割 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度授業時間割 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度授業時間割 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度定期試験時間割 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度定期試験時間割 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度定期試験時間割 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 平成２１年度定期試験時間割 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度定期試験時間割 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度定期試験時間割 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度シラバス 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度シラバス 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度シラバス 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 平成２１年度シラバス 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度シラバス 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度シラバス 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度履修案内 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 大学院平成１９年度履修要綱 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 大学院平成２０年度履修要綱 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 大学院平成２１年度履修要綱 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 大学院平成２２年度履修要綱 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 大学院平成２３年度履修要綱 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度他学部履修関係 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度他学部履修関係 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度他学部履修関係 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 平成２１年度他学部履修関係 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度他学部履修関係 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度他学部履修関係 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 既修得単位 平成１８年度既修得単位関係書類 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 既修得単位 平成１９年度既修得単位関係書類 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 既修得単位 平成２１年度既修得単位関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 既修得単位 平成２２年度既修得単位関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 既修得単位 平成２３年度既修得単位関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 卒　業 昭和５６年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 卒　業 昭和５７年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 卒　業 昭和５８年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 卒　業 昭和５９年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 卒　業 昭和６０年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 卒　業 昭和６１年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 卒　業 昭和６２年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 卒　業 昭和６３年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 卒　業 平成元年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 卒　業 平成２年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 平成３年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 平成４年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 平成５年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 平成６年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 平成７年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 平成８年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 平成９年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 平成１０年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 平成１１年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2000年度 学務 卒　業 平成１２年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 平成１３年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 平成１４年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 平成１５年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 卒　業 平成１６年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 平成１７年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 平成１８年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 平成１９年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 平成２０年度学位授与申請用名簿 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 平成２１年度学位授与申請用名簿 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 卒　業 平成２２年度学位授与申請用名簿 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 平成２３年度学位授与申請用名簿 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 卒　業 昭和５６年度卒業判定資料 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 卒　業 昭和５７年度卒業判定資料 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 卒　業 昭和５８年度卒業判定資料 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 卒　業 昭和５９年度卒業判定資料 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 卒　業 昭和６０年度卒業判定資料 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 卒　業 昭和６１年度卒業判定資料 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 卒　業 昭和６２年度卒業判定資料 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 卒　業 昭和６３年度卒業判定資料 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 卒　業 平成元年度卒業判定資料 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 卒　業 平成２年度卒業判定資料 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 平成３年度卒業判定資料 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 平成４年度卒業判定資料 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 平成５年度卒業判定資料 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 平成６年度卒業判定資料 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 平成７年度卒業判定資料 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 平成８年度卒業判定資料 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 平成９年度卒業判定資料 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 平成１０年度卒業判定資料 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 平成１１年度卒業判定資料 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 平成１２年度卒業判定資料 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 平成１３年度卒業判定資料 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 平成１４年度卒業判定資料 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 平成１５年度卒業判定資料 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 卒　業 平成１６年度卒業判定資料 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 平成１７年度卒業判定資料 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 平成１８年度卒業判定資料 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 平成１９年度卒業判定資料 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 平成２０年度卒業判定資料 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 平成２１年度卒業判定資料 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 卒　業 平成２２年度卒業判定資料 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 平成２３年度卒業判定資料 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度留学関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度留学関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度留学関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度留学関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分異動 昭和６１年度休学関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分異動 昭和６２年度休学関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分異動 平成２年度休学関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分異動 平成３年度休学関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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1992年度 学務 学生身分異動 平成４年度休学関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 平成５年度休学関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分異動 平成６年度休学関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分異動 平成７年度休学関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分異動 平成８年度休学関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 平成９年度休学関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度休学関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度休学関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度休学関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度休学関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度休学関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度休学関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度休学関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度休学関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度休学関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度休学関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度休学関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度休学関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度休学関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度休学関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分異動 昭和６２年度復学関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分異動 昭和６３年度復学関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分異動 平成２年度復学関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分異動 平成３年度復学関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分異動 平成４年度復学関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 平成５年度復学関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分異動 平成６年度復学関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 平成９年度復学関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度復学関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度復学関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度復学関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度復学関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度復学関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度復学関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度復学関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度復学関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度復学関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度復学関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度復学関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度復学関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度復学関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度復学関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学生身分異動 昭和５８年度退学関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学生身分異動 昭和５９年度退学関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学生身分異動 昭和６０年度退学関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分異動 昭和６１度退学関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学生身分異動 昭和６２年度退学関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分異動 昭和６３年度退学関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分異動 平成元年度退学関係書類 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分異動 平成４年度退学関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分異動 平成５年度退学関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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1994年度 学務 学生身分異動 平成６年度退学関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分異動 平成７年度退学関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分異動 平成８年度退学関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分異動 平成９年度退学関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分異動 平成１０年度退学関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分異動 平成１１年度退学関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分異動 平成１２年度退学関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分異動 平成１３年度退学関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度退学関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度退学関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度退学関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度退学関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度退学関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度退学関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度退学関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度退学関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度退学関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度退学関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学生身分異動 昭和６１年度除籍関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分異動 平成４年度除籍関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分異動 平成１４年度除籍関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分異動 平成１５年度除籍関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分異動 平成１６年度除籍関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分異動 平成１７年度除籍関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分異動 平成１８年度除籍関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分異動 平成１９年度除籍関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分異動 平成２０年度除籍関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分異動 平成２１年度除籍関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分異動 平成２２年度除籍関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分異動 平成２３年度除籍関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1978年度 学務 学　籍 学籍簿 工学部学務係 1979/4/1 常用 － 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学籍・論文 昭和５６年度学位授与者台帳 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学籍・論文 昭和５７年度学位授与者台帳 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学籍・論文 昭和５８年度学位授与者台帳 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学籍・論文 昭和５９年度学位授与者台帳 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学籍・論文 昭和６０年度学位授与者台帳 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学籍・論文 昭和６１年度学位授与者台帳 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学籍・論文 昭和６２年度学位授与者台帳 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学籍・論文 昭和６３年度学位授与者台帳 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学籍・論文 平成元年度学位授与者台帳 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学籍・論文 平成２年度学位授与者台帳 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学籍・論文 平成３年度学位授与者台帳 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学籍・論文 平成４年度学位授与者台帳 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学籍・論文 平成５年度学位授与者台帳 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学籍・論文 平成６年度学位授与者台帳 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学籍・論文 平成７年度学位授与者台帳 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学籍・論文 平成８年度学位授与者台帳 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学籍・論文 平成９年度学位授与者台帳 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学籍・論文 平成１０年度学位授与者台帳 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学籍・論文 平成１１年度学位授与者台帳 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学籍・論文 平成１２年度学位授与者台帳 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2001年度 学務 学籍・論文 平成１３年度学位授与者台帳 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学籍・論文 平成１４年度学位授与者台帳 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学籍・論文 平成１５年度学位授与者台帳 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学籍・論文 平成１６年度学位授与者台帳 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学籍・論文 平成１７年度学位授与者台帳 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学籍・論文 平成１８年度学位授与者台帳 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学籍・論文 平成１９年度学位授与者台帳 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学籍・論文 平成２０年度学位授与者台帳 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学籍・論文 平成２１年度学位授与者台帳 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学籍・論文 平成２２年度学位授与者台帳 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学籍・論文 平成２３年度学位授与者台帳 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学籍・論文 昭和５６年度学位論文 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学籍・論文 昭和５７年度学位論文 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学籍・論文 昭和５８年度学位論文 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学籍・論文 昭和５９年度学位論文 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学籍・論文 昭和６０年度学位論文 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学籍・論文 昭和６１年度学位論文 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学籍・論文 昭和６２年度学位論文 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学籍・論文 昭和６３年度学位論文 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学籍・論文 平成元年度学位論文 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学籍・論文 平成２年度学位論文 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学籍・論文 平成３年度学位論文 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学籍・論文 平成４年度学位論文 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学籍・論文 平成５年度学位論文 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学籍・論文 平成６年度学位論文 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学籍・論文 平成７年度学位論文 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学籍・論文 平成８年度学位論文 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学籍・論文 平成９年度学位論文 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学籍・論文 平成１０年度学位論文 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学籍・論文 平成１１年度学位論文 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学籍・論文 平成１２年度学位論文 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学籍・論文 平成１３年度学位論文 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学籍・論文 平成１４年度学位論文 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学籍・論文 平成１５年度学位論文 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学籍・論文 平成１６年度学位論文 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学籍・論文 平成１７年度学位論文 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学籍・論文 平成１８年度学位論文 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学籍・論文 平成１９年度学位論文 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学籍・論文 平成２０年度学位論文 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学籍・論文 平成２１年度学位論文 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学籍・論文 平成２２年度学位論文 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学籍・論文 平成２３年度学位論文 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 附属図書館 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 学籍・論文 昭和５６年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 学籍・論文 昭和５７年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 学籍・論文 昭和５８年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 学籍・論文 昭和５９年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 学籍・論文 昭和６０年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 学籍・論文 昭和６１年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 学籍・論文 昭和６２年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学籍・論文 昭和６３年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学籍・論文 平成元年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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1990年度 学務 学籍・論文 平成２年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学籍・論文 平成３年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学籍・論文 平成４年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学籍・論文 平成５年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学籍・論文 平成６年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学籍・論文 平成７年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学籍・論文 平成８年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学籍・論文 平成９年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学籍・論文 平成１０年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学籍・論文 平成１１年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学籍・論文 平成１２年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学籍・論文 平成１３年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学籍・論文 平成１４年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学籍・論文 平成１５年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学籍・論文 平成１６年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学籍・論文 平成１７年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学籍・論文 平成１８年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学籍・論文 平成１９年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学籍・論文 平成２０年度学位論文審査関係書類 工学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学籍・論文 平成２１年度学位論文審査関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学籍・論文 平成２２年度学位論文審査関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学籍・論文 平成２３年度学位論文審査関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 各種証明書 平成２０年度大学院各種証明書発行関係書類 工学部学務係 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種証明書 平成２１年度大学院各種証明書発行関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 各種証明書 平成２２年度大学院各種証明書発行関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 各種証明書 平成２３年度大学院各種証明書発行関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1981年度 学務 教員免許状 昭和５６年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1982/4/1 30年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1982年度 学務 教員免許状 昭和５７年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1983/4/1 30年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1983年度 学務 教員免許状 昭和５８年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1984/4/1 30年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1984年度 学務 教員免許状 昭和５９年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1985/4/1 30年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1985年度 学務 教員免許状 昭和６０年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1986/4/1 30年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1986年度 学務 教員免許状 昭和６１年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1987/4/1 30年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1987年度 学務 教員免許状 昭和６２年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 教員免許状 昭和６３年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 教員免許状 平成元年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 教員免許状 平成２年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 教員免許状 平成３年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 教員免許状 平成４年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 教員免許状 平成５年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 教員免許状 平成６年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 教員免許状 平成７年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 教員免許状 平成８年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 教員免許状 平成９年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 教員免許状 平成１０年度教員免許状関係書類 工学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 教員免許状 平成１１年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 教員免許状 平成１２年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 教員免許状 平成１３年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 教員免許状 平成１４年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 教員免許状 平成１５年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 教員免許状 平成１６年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 教員免許状 平成１７年度教員免許状関係書類 工学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
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2006年度 学務 授業履修 平成１８年度授業時間割 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度授業時間割 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度授業時間割 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 平成２１年度授業時間割 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度授業時間割 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度授業時間割 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 免除 平成１９年度博士奨励制度関係書類 工学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 免除 平成２０年度博士奨励制度関係書類 工学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 免除 平成２１年度博士奨励制度関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 免除 平成２２年度博士奨励制度関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 免除 平成２３年度博士奨励制度関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 留学生 平成１３年度留学生名簿 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 留学生 平成１４年度留学生名簿 工学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 留学生 平成１５年度留学生名簿 工学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 留学生 平成１３年度留学生個人調書 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 留学生 平成１４年度留学生個人調書 工学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 留学生 平成１５年度留学生個人調書 工学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 留学生 平成13年度留学生関係資料（短期派遣，研究生，その他） 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 留学生 平成14年度留学生関係資料（短期派遣，研究生，その他） 工学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 留学生 平成15年度留学生関係資料（短期派遣，研究生，その他） 工学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 各種証明書 平成２０年度学部各種証明書発行関係書類 工学部学務係 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種証明書 平成２１年度学部各種証明書発行関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 各種証明書 平成２２年度学部各種証明書発行関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 各種証明書 平成２３年度学部各種証明書発行関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 住所 平成１８年度住所関係書類 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 生活 平成１３年度学生調書関係書類 工学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 生活 平成１４年度学生調書関係書類 工学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 生活 平成１５年度学生調書関係書類 工学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 生活 平成１６年度学生調書関係書類 工学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 生活 平成１７年度学生調書関係書類 工学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 生活 平成１８年度学生調書関係書類 工学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 生活 平成１９年度学生調書関係書類 工学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 生活 平成２０年度学生調書関係書類 工学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 生活 平成２１年度学生調書関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 生活 平成２２年度学生調書関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 生活 平成２３年度学生調書関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 統計・調査 平成１８年度教務各種統計・調査関係書類 工学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 統計・調査 平成１９年度教務各種統計・調査関係書類 工学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 統計・調査 平成２０年度教務各種統計・調査関係書類 工学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 統計・調査 平成２１年度教務各種統計・調査関係書類 工学部学務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 統計・調査 平成２２年度教務各種統計・調査関係書類 工学部学務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 統計・調査 平成２３年度教務各種統計・調査関係書類 工学部学務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 工学研究科事務長 廃棄
2008年度 建築学科 建築事務室 平成20年度後期日程入学試験実施資料 入試委員 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 建築事務室 工学研究科長 廃棄
2009年度 建築学科 建築事務室 平成21年度後期日程入学試験実施資料 入試委員 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 建築事務室 工学研究科長 廃棄
2010年度 建築学科 建築事務室 平成22年度後期日程入学試験実施資料 入試委員 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 建築事務室 工学研究科長 廃棄
2011年度 建築学科 建築事務室 平成23年度後期日程入学試験実施資料 入試委員 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 建築事務室 工学研究科長 廃棄
2008年度 建築学科 建築事務室 平成20年度教室会議資料 建築学科長 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 建築事務室 工学研究科長 廃棄
2009年度 建築学科 建築事務室 平成21年度教室会議資料 建築学科長 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 建築事務室 工学研究科長 廃棄
2010年度 建築学科 建築事務室 平成22年度教室会議資料 建築学科長 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 建築事務室 工学研究科長 廃棄
2011年度 建築学科 建築事務室 平成23年度教室会議資料 建築学科長 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 建築事務室 工学研究科長 廃棄
2006年度 建築学科 建築デザイン講座 平成18年度学年末・中間試験問題 寺島貴根 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 教官用パソコン 工学研究科長 廃棄
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2007年度 建築学科 建築デザイン講座 平成19年度学年末・中間試験問題 寺島貴根 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 教官用パソコン 工学研究科長 廃棄
2008年度 建築学科 建築デザイン講座 平成20年度学年末・中間試験問題 寺島貴根 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 教官用パソコン 工学研究科長 廃棄
2009年度 建築学科 建築デザイン講座 平成21年度学年末・中間試験問題 寺島貴根 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 教官用パソコン 工学研究科長 廃棄
2010年度 建築学科 建築デザイン講座 平成22年度学年末・中間試験問題 寺島貴根 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 教官用パソコン 工学研究科長 廃棄
2010年度 建築学科 建築デザイン講座 平成23年度学年末・中間試験問題 寺島貴根 2011/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 教員用パソコン 工学研究科長 廃棄
2006年度 建築学科 建築デザイン講座 平成18年度卒業論文 寺島貴根 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 教官室（4311） 工学研究科長 廃棄
2007年度 建築学科 建築デザイン講座 平成19年度卒業論文 寺島貴根 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 教官室（4311） 工学研究科長 廃棄
2008年度 建築学科 建築デザイン講座 平成20年度卒業論文 寺島貴根 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 教官室（4311） 工学研究科長 廃棄
2009年度 建築学科 建築デザイン講座 平成21年度卒業論文 寺島貴根 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 教官室（4311） 工学研究科長 廃棄
2010年度 建築学科 建築デザイン講座 平成22年度卒業論文 寺島貴根 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 教官室（4311） 工学研究科長 廃棄
2011年度 建築学科 建築デザイン講座 平成23年度卒業論文 寺島貴根 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 教員用パソコン 工学研究科長 廃棄
2006年度 建築学科 建築デザイン講座 平成18年度修士論文 寺島貴根 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 教官室（4311） 工学研究科長 廃棄
2007年度 建築学科 建築デザイン講座 平成19年度修士論文 寺島貴根 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 教官室（4311） 工学研究科長 廃棄
2008年度 建築学科 建築デザイン講座 平成20年度修士論文 寺島貴根 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 教官室（4311） 工学研究科長 廃棄
2009年度 建築学科 建築デザイン講座 平成21年度修士論文 寺島貴根 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 教官室（4311） 工学研究科長 廃棄
2010年度 建築学科 建築デザイン講座 平成22年度修士論文 寺島貴根 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 教官室（4311） 工学研究科長 廃棄
2011年度 建築学科 建築デザイン講座 平成23年度修士論文 寺島貴根 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 教員用パソコン 工学研究科長 廃棄
2006年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成１8年度卒業論文 冨田昌弘 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成１9年度卒業論文 冨田昌弘 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成20年度卒業論文 冨田昌弘 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成21年度卒業論文 冨田昌弘 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成22年度卒業論文 冨田昌弘 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成18年度修士論文 冨田昌弘 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成19年度修士論文 冨田昌弘 2008/4/1 ５年 2012年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成20年度修士論文 冨田昌弘 2009/4/1 ５年 2013年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成21年度修士論文 冨田昌弘 2010/4/1 ５年 2014年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成22年度修士論文 冨田昌弘 2011/4/1 ５年 2015年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成20年度論文審査関係文書 冨田昌弘 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成21年度論文審査関係文書 冨田昌弘 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成22年度論文審査関係文書 冨田昌弘 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成18年度学年末・中間試験問題 冨田昌弘 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成19年度学年末・中間試験問題 冨田昌弘 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成20年度学年末・中間試験問題 冨田昌弘 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成21年度学年末・中間試験問題 冨田昌弘 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成22年度学年末・中間試験問題 冨田昌弘 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成18年度各種研究助成金に関する申請書 冨田昌弘 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成19年度各種研究助成金に関する申請書 冨田昌弘 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成20年度各種研究助成金に関する申請書 冨田昌弘 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成21年度各種研究助成金に関する申請書 冨田昌弘 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成22年度各種研究助成金に関する申請書 冨田昌弘 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成18年度外部機関に提出した報告書 冨田昌弘 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成19年度外部機関に提出した報告書 冨田昌弘 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成20年度外部機関に提出した報告書 冨田昌弘 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成21年度外部機関に提出した報告書 冨田昌弘 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成22年度外部機関に提出した報告書 冨田昌弘 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成23年度卒業論文 冨田昌弘 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成23年度修士論文 冨田昌弘 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成23年度論文審査関係文書 冨田昌弘 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成23年度学年末・中間試験問題 冨田昌弘 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成23年度各種研究助成金に関する申請書 冨田昌弘 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 分子素材工学科 生物機能工学講座 平成23年度外部機関に提出した報告書 冨田昌弘 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 分子生物工学研究室 工学研究科長 廃棄
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2006年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成18年度有機化学1試験問題 八谷巌 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 有機精密化学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成19年度有機化学1試験問題 八谷巌 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 有機精密化学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成19年度化学1試験問題 八谷巌 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 有機精密化学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成20年度有機化学B試験問題 八谷巌 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 有機精密化学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成20年度有機化学演習B試験問題 八谷巌 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 有機精密化学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成20年度化学Ⅱ試験問題 八谷巌 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 電気電子工学科 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成21年度有機化学B試験問題 八谷巌 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 有機精密化学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成21年度有機化学演習B試験問題 八谷巌 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 有機精密化学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成22年度有機化学B試験問題 八谷巌 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 有機精密化学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成22年度有機化学演習B試験問題 八谷巌 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 有機精密化学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成22年度化学Ⅱ試験問題 八谷巌 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 電気電子工学科 工学研究科長 廃棄
2011年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成23年度有機化学B試験問題 八谷巌 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 有機精密化学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成23年度有機化学演習B試験問題 八谷巌 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 有機精密化学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成22年度毒劇物受払簿 八谷巌 2011/4/1 1年 2011年度末 電子媒体 多目的室 工学研究科長 廃棄
2011年度 分子素材工学科 有機精密化学講座 平成23年度毒劇物受払簿 八谷巌 2012/4/1 1年 2012年度末 電子媒体 多目的室 工学研究科長 廃棄
2006年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成18年度卒業論文関係 川口正美 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 有機素材化学第一研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成19年度卒業論文関係 川口正美 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 有機素材化学第一研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成20年度卒業論文関係 川口正美 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 有機素材化学第一研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成21年度卒業論文関係 川口正美 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 有機素材化学第一研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成22年度卒業論文関係 川口正美 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 有機素材化学第一研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成18年度修士論文関係 川口正美 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０８ 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成19年度修士論文関係 川口正美 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０８ 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成20年度修士論文関係 川口正美 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０８ 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成21年度修士論文関係 川口正美 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０８ 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成22年度修士論文関係 川口正美 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０８ 工学研究科長 廃棄
2006年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成18年度学年末・中間試験問題 川口正美 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０８ 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成19年度学年末・中間試験問題 川口正美 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０８ 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成20年度学年末・中間試験問題 川口正美 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０８ 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成21年度学年末・中間試験問題 川口正美 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０８ 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成22年度学年末・中間試験問題 川口正美 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０８ 工学研究科長 廃棄
2006年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成18年度各種研究助成金に関する申請書 川口正美 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０２ 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成19年度各種研究助成金に関する申請書 川口正美 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０２ 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成20年度各種研究助成金に関する申請書 川口正美 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０２ 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成21年度各種研究助成金に関する申請書 川口正美 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０２ 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成22年度各種研究助成金に関する申請書 川口正美 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０２ 工学研究科長 廃棄
2006年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成18年度外部機関に提出した報告書 川口正美 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０２ 工学研究科長 廃棄
2007年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成19年度外部機関に提出した報告書 川口正美 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０２ 工学研究科長 廃棄
2008年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成20年度外部機関に提出した報告書 川口正美 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０２ 工学研究科長 廃棄
2009年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成21年度外部機関に提出した報告書 川口正美 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０２ 工学研究科長 廃棄
2010年度 分子素材工学科 有機素材化学講座 平成22年度外部機関に提出した報告書 川口正美 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 有機素材化学教官室３２０２ 工学研究科長 廃棄
2007年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成19年度卒業論文 森香津夫 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 情報・通信システム工学講座（通信工学） 工学研究科長 廃棄
2008年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成20年度卒業論文 森香津夫 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 情報・通信システム工学講座（通信工学） 工学研究科長 廃棄
2009年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成21年度卒業論文 森香津夫 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 情報・通信システム工学講座（通信工学） 工学研究科長 廃棄
2011年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成23年度卒業論文 森香津夫 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 情報・通信システム工学講座（計算機工学） 工学研究科長 廃棄
2007年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成19年度各種研究助成金に関する申請書 森香津夫 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 情報・通信システム工学講座（通信工学） 工学研究科長 廃棄
2008年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成20年度各種研究助成金に関する申請書 森香津夫 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 情報・通信システム工学講座（通信工学） 工学研究科長 廃棄
2009年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成21年度各種研究助成金に関する申請書 森香津夫 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 情報・通信システム工学講座（通信工学） 工学研究科長 廃棄
2011年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成2３年度各種研究助成金に関する申請書 森香津夫 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 情報・通信システム工学講座（計算機工学） 工学研究科長 廃棄
2008年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成20年度外部機関に提出した報告書 森香津夫 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 情報・通信システム工学講座（通信工学） 工学研究科長 廃棄
2009年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成21年度外部機関に提出した報告書 森香津夫 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 情報・通信システム工学講座（通信工学） 工学研究科長 廃棄
2009年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成21年度外部機関に提出した報告書 森香津夫 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 情報・通信システム工学講座（通信工学） 工学研究科長 廃棄
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2008年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成20年度講座内予算書・決算書 森香津夫 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 情報・通信システム工学講座（通信工学） 工学研究科長 廃棄
2009年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成21年度講座内予算書・決算書 森香津夫 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 情報・通信システム工学講座（通信工学） 工学研究科長 廃棄
2011年度 電気電子工学科 情報・通信システム工学講座（通信工学） 平成23年度講座内予算書・決算書 森香津夫 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 情報・通信システム工学講座（計算機工学） 工学研究科長 廃棄
2006年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成18年度卒業論文（計算機工学研究室） 北英彦 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成19年度卒業論文（計算機工学研究室） 北英彦 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成20年度卒業論文（計算機工学研究室） 北英彦 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成21年度卒業論文（計算機工学研究室） 北英彦 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成22年度卒業論文（計算機工学研究室） 北英彦 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成23年度卒業論文（計算機工学研究室） 北英彦 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成18年度修士論文 北英彦 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成19年度修士論文 北英彦 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成20年度修士論文 北英彦 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成21年度修士論文 北英彦 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成22年度修士論文 北英彦 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成23年度修士論文 北英彦 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成18年度講義に関する試験 北英彦 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成19年度講義に関する試験 北英彦 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成20年度講義に関する試験 北英彦 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成21年度講義に関する試験 北英彦 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成22年度講義に関する試験 北英彦 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成23年度講義に関する試験 北英彦 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成18年度各種研究助成金に関する申請書 北英彦 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成19年度各種研究助成金に関する申請書 北英彦 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成20年度各種研究助成金に関する申請書 北英彦 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成21年度各種研究助成金に関する申請書 北英彦 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成22年度各種研究助成金に関する申請書 北英彦 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 電気電子工学科 情報・通信工学講座計算機工学研究室 平成23年度各種研究助成金に関する申請書 北英彦 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 電気電子工学科計算機工学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成20年度機械工学科教室会議議事概要 機械工学科長 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成21年度機械工学科教室会議議事概要 機械工学科長 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成22年度機械工学科教室会議議事概要 機械工学科長 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成23年度機械工学科教室会議議事概要 機械工学科長 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成18年度機械工学科共通予算書、決算書 機械工学科長 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成19年度機械工学科共通予算書、決算書 機械工学科長 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成20年度機械工学科共通予算書、決算書 機械工学科長 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成21年度機械工学科共通予算書、決算書 機械工学科長 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成22年度機械工学科共通予算書、決算書 機械工学科長 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成23年度機械工学科共通予算書、決算書 機械工学科長 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成18年度過去の入試問題（推薦入試、大学院入試、編入試） 機械工学科長 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成19年度過去の入試問題（推薦入試、大学院入試、編入試） 機械工学科長 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成20年度過去の入試問題（推薦入試、大学院入試、編入試） 機械工学科長 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成21年度過去の入試問題（推薦入試、大学院入試、編入試） 機械工学科長 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成22年度過去の入試問題（推薦入試、大学院入試、編入試） 機械工学科長 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成23年度過去の入試問題（推薦入試、大学院入試、編入試） 機械工学科長 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成18年度卒業論文テーマ一覧 機械工学科長 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成19年度卒業論文テーマ一覧 機械工学科長 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成20年度卒業論文テーマ一覧 機械工学科長 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成21年度卒業論文テーマ一覧 機械工学科長 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成22年度卒業論文テーマ一覧 機械工学科長 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成23年度卒業論文テーマ一覧 機械工学科長 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成18年度修士学位論文要旨、研究題目、主任指導一覧等 機械工学科長 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成19年度修士学位論文要旨、研究題目、主任指導一覧等 機械工学科長 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
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2008年度 機械工学科 機械工学科事務室 平成20年度修士学位論文要旨、研究題目、主任指導一覧等 機械工学科長 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 機械工学科事務室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成18年度学年末・中間試験問題・答案 加藤典彦 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 機械工学科ＪＡＢＥＥ資料室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成19年度学年末・中間試験問題・答案 加藤典彦 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 機械工学科ＪＡＢＥＥ資料室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成20年度学年末・中間試験問題・答案 加藤典彦 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 機械工学科ＪＡＢＥＥ資料室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成21年度学年末・中間試験問題・答案 加藤典彦 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 機械工学科ＪＡＢＥＥ資料室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成22年度学年末・中間試験問題・答案 加藤典彦 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 機械工学科ＪＡＢＥＥ資料室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成23年度学年末・中間試験問題・答案 加藤典彦 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 機械工学科ＪＡＢＥＥ資料室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成22年度毒劇物受払簿 西村　 顕 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成23年度毒劇物受払簿 西村　 顕 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成18年度卒業論文関係 西村　 顕 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成19年度卒業論文関係 西村　 顕 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成20年度卒業論文関係 西村　 顕 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成21年度卒業論文関係 西村　 顕 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成22年度卒業論文関係 西村　 顕 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成23年度卒業論文関係 西村　 顕 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成18年度修士論文関係 西村　 顕 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成19年度修士論文関係 西村　 顕 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成20年度修士論文関係 西村　 顕 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成21年度修士論文関係 西村　 顕 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成22年度修士論文関係 西村　 顕 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 エネルギーシステム設計 平成23年度修士論文関係 西村　 顕 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 エネルギーシステム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成18年度卒業論文 システム設計研究室 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成19年度卒業論文 システム設計研究室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成20年度卒業論文 システム設計研究室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成21年度卒業論文 システム設計研究室 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成22年度卒業論文 システム設計研究室 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成18年度修士論文 システム設計研究室 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成19年度修士論文 システム設計研究室 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成20年度修士論文 システム設計研究室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成21年度修士論文 システム設計研究室 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成22年度修士論文 システム設計研究室 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成23年度修士論文 システム設計研究室 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成18年度博士論文 システム設計研究室 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成20年度博士論文 システム設計研究室 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成21年度博士論文 システム設計研究室 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成22年度博士論文 システム設計研究室 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成23年度博士論文 システム設計研究室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成20年度教員選考関係書類 池浦良淳 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成21年度教員選考関係書類 池浦良淳 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成22年度教員選考関係書類 池浦良淳 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 量子・電子機械講座 平成23年度教員選考関係書類 池浦良淳 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 システム設計 平成20年度論文審査関係文書 池浦良淳 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 システム設計 平成21年度論文審査関係文書 池浦良淳 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 システム設計 平成22年度論文審査関係文書 池浦良淳 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 システム設計 平成23年度論文審査関係文書 池浦良淳 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 システム設計 平成18年度研究助成申請書 池浦良淳 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 システム設計 平成19年度研究助成申請書 池浦良淳 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 システム設計 平成20年度研究助成申請書 池浦良淳 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 システム設計 平成21年度研究助成申請書 池浦良淳 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 システム設計 平成22年度研究助成申請書 池浦良淳 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 システム設計 平成23度研究助成申請書 池浦良淳 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
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2006年度 機械工学科 システム設計 平成18年度学年末試験問題 池浦良淳 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 システム設計 平成19年度学年末試験問題 池浦良淳 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 システム設計 平成20年度学年末試験問題 池浦良淳 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 システム設計 平成21年度学年末試験問題 池浦良淳 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 システム設計 平成22年度学年末試験問題 池浦良淳 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 システム設計 平成23年度学年末試験問題 池浦良淳 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 システム設計 平成18年度外部機関に提出した報告書 池浦良淳 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 システム設計 平成19年度外部機関に提出した報告書 池浦良淳 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 システム設計 平成20年度外部機関に提出した報告書 池浦良淳 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 システム設計 平成21年度外部機関に提出した報告書 池浦良淳 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 システム設計 平成22年度外部機関に提出した報告書 池浦良淳 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 システム設計 平成23年度外部機関に提出した報告書 池浦良淳 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 システム設計研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成18年度卒業論文 辻本公一 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成19年度卒業論文 辻本公一 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成20年度卒業論文 辻本公一 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成21年度卒業論文 辻本公一 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成22年度卒業論文 辻本公一 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成23年度卒業論文 辻本公一 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成18年度修士論文 辻本公一 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成19年度修士論文 辻本公一 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成20年度修士論文 辻本公一 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成21年度修士論文 辻本公一 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成22年度修士論文 辻本公一 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 機械工学科 流動現象学研究室 平成23年度修士論文 辻本公一 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 流動現象学研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成18年度卒業論文関係 松井正仁 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成19年度卒業論文関係 松井正仁 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成20年度卒業論文関係 松井正仁 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成21年度卒業論文関係 松井正仁 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成22年度卒業論文関係 松井正仁 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成23年度卒業論文関係 松井正仁 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成18年度研究助成金関係 松井正仁 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成19年度研究助成金関係 松井正仁 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成20年度研究助成金関係 松井正仁 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成21年度研究助成金関係 松井正仁 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成22年度研究助成金関係 松井正仁 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成23年度研究助成金関係 松井正仁 2012/4/1 5年 2016年度末 電子媒体 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成18年度定期試験問題 松井正仁 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成19年度定期試験問題 松井正仁 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成20年度定期試験問題 松井正仁 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成21年度定期試験問題 松井正仁 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成22年度定期試験問題 松井正仁 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 物理工学科 ナノ工学講座ナノプロセッシング教育研究分野 平成23年度定期試験問題 松井正仁 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 ナノプロセッシング研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成18年度学年末・中間試験問題 伊藤智徳 2007/4/1 5年 2011年度末 電子媒体 文書管理サーバー 工学研究科長 廃棄
2007年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成19年度学年末・中間試験問題 伊藤智徳 2008/4/1 5年 2012年度末 電子媒体 文書管理サーバー 工学研究科長 廃棄
2008年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成20年度学年末・中間試験問題 伊藤智徳 2009/4/1 5年 2013年度末 電子媒体 文書管理サーバー 工学研究科長 廃棄
2009年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成21年度学年末・中間試験問題 伊藤智徳 2010/4/1 5年 2014年度末 電子媒体 文書管理サーバー 工学研究科長 廃棄
2010年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成22年度学年末・中間試験問題 伊藤智徳 2011/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 文書管理サーバー 工学研究科長 廃棄
2011年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成23年度学年末・中間試験問題 伊藤智徳 2012/4/1 5年 2015年度末 電子媒体 文書管理サーバー 工学研究科長 廃棄
2006年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成18年度卒業論文関係 伊藤智徳 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成19年度卒業論文関係 伊藤智徳 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成20年度卒業論文関係 伊藤智徳 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
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2009年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成21年度卒業論文関係 伊藤智徳 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成22年度卒業論文関係 伊藤智徳 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成23年度卒業論文関係 伊藤智徳 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成18年度学年末試験問題関係 中村浩次 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成19年度学年末試験問題関係 中村浩次 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成20年度学年末試験問題関係 中村浩次 2009/4/1 5年 2013年度末 紙・電子媒体 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成21年度学年末試験問題関係 中村浩次 2010/4/1 5年 2014年度末 紙・電子媒体 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成22年度学年末試験問題関係 中村浩次 2011/4/1 5年 2015年度末 紙・電子媒体 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成23年度学年末試験問題関係 中村浩次 2012/4/1 5年 2016年度末 紙・電子媒体 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2006年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成18年度卒業論文関係 中村浩次 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2007年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成19年度卒業論文関係 中村浩次 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2008年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成20年度卒業論文関係 中村浩次 2009/4/1 5年 2013年度末 紙・電子媒体 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2009年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成21年度卒業論文関係 中村浩次 2010/4/1 5年 2014年度末 紙・電子媒体 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2010年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成22年度卒業論文関係 中村浩次 2011/4/1 5年 2015年度末 紙・電子媒体 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
2011年度 物理工学科 ナノデザイン講座 平成23年度卒業論文関係 中村浩次 2012/4/1 5年 2016年度末 紙・電子媒体 ナノデザイン研究室 工学研究科長 廃棄
1987年度 総務 会議等 教授会 生物資源学部総務係 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 1989/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 1990/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 1991/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 1992/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 1993/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 1995/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 1997/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 1998/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 1999/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 2000/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 2001/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 2002/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 2003/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 2004/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 2005/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 会議等 教授会・研究科委員会 生物資源学部総務係 2006/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 会議等 平成１８年度研究科教授会 生物資源学部総務係 2007/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 会議等 平成１９年度研究科教授会 生物資源学部総務係 2008/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 会議等 平成２０年度研究科教授会 生物資源学部総務係 2009/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 会議等 平成２１年度研究科教授会 生物資源学部総務係 2010/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 会議等 平成２２年度研究科教授会 生物資源学部総務係 2011/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 会議等 平成２３年度研究科教授会 生物資源学部総務係 2012/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 会議等 平成１２年度学科長会議 生物資源学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 会議等 平成１３年度学科長会議 生物資源学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 会議等 平成１４年度学科長会議 生物資源学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 会議等 平成１５年度学科長会議 生物資源学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 会議等 平成１６年度学科長会議 生物資源学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 会議等 平成１７年度学科長会議 生物資源学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 会議等 平成１８年度専攻長会議 生物資源学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 会議等 平成１９年度専攻長会議 生物資源学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 会議等 平成２０年度専攻長会議 生物資源学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 会議等 平成２１年度専攻長会議 生物資源学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 会議等 平成２２年度専攻長会議 生物資源学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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2011年度 総務 会議等 平成２３年度専攻長会議 生物資源学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 会議等 平成１３年度学部全国・地区会議関係 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 会議等 平成１８年度学部全国・地区会議関係 生物資源学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 会議等 平成１９年度学部全国・地区会議関係 生物資源学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 会議等 平成２０年度学部全国・地区会議関係 生物資源学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 会議等 平成２１年度学部全国・地区会議関係 生物資源学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 会議等 平成２２年度学部全国・地区会議関係 生物資源学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 会議等 平成２３年度学部全国・地区会議関係 生物資源学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成１６年度各種委員会関係 生物資源学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 各種委員会等 平成１７年度各種委員会関係 生物資源学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 各種委員会等 平成１８年度各種委員会関係 生物資源学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 各種委員会等 平成１９年度各種委員会関係 生物資源学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 各種委員会等 平成２０年度各種委員会関係 生物資源学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 各種委員会等 平成２１年度各種委員会関係 生物資源学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 各種委員会等 平成２２年度各種委員会関係 生物資源学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成１３年度将来計画委員会 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成１４年度将来計画委員会 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成１５年度将来計画委員会 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 各種委員会等 平成１３年度学外評価委員会 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 各種委員会等 平成１４年度学外評価委員会 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 各種委員会等 平成１５年度学外評価委員会 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 各種委員会等 平成１６年度学外評価委員会 生物資源学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 公開講座 平成１８年度公開講座関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 公開講座 平成１９年度公開講座関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 公開講座 平成２０年度公開講座関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 公開講座 平成２１年度公開講座関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 公開講座 平成２２年度公開講座関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 公開講座 平成２３年度公開講座関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 選挙 昭和６２年度学部長候補者選挙 生物資源学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 選挙 平成５年度学部長候補者選挙 生物資源学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 選挙 平成９年度学部長候補者選挙 生物資源学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 選挙 平成１１年度学部長候補者選挙 生物資源学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 選挙 昭和６２年度附属施設長候補者選挙 生物資源学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 選挙 昭和６３年度附属施設長候補者選挙 生物資源学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 選挙 平成元年度附属施設長候補者選挙 生物資源学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 選挙 平成３年度附属施設長候補者選挙 生物資源学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 選挙 平成５年度附属施設長候補者選挙 生物資源学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 選挙 平成７年度附属施設長候補者選挙 生物資源学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 選挙 平成８年度附属施設長候補者選挙 生物資源学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 選挙 平成９年度附属施設長候補者選挙 生物資源学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 選挙 平成１０年度附属施設長候補者選挙 生物資源学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 選挙 平成１１年度附属施設長候補者選挙 生物資源学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 選挙 平成１２年度附属施設長候補者選挙 生物資源学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 選挙 昭和６２年度評議員候補者選挙 生物資源学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 選挙 平成元年度評議員候補者選挙 生物資源学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 選挙 平成３年度評議員候補者選挙 生物資源学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 選挙 平成５年度評議員候補者選挙 生物資源学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 選挙 平成７年度評議員候補者選挙 生物資源学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 選挙 平成９年度評議員候補者選挙 生物資源学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 選挙 平成１１年度評議員候補者選挙 生物資源学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 選挙 平成２０年度選挙関係 生物資源学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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2009年度 総務 選挙 平成２１年度選挙関係 生物資源学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 選挙 平成２２年度選挙関係 生物資源学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 選挙 平成２３年度選挙関係 生物資源学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 広報 生物資源学部概要・案内（保存用） 生物資源学部総務係 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 公印 公印作成・改刻・廃止関係書類 生物資源学部総務係 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 公印 平成１８年度公印使用簿 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 公印 平成１９年度公印使用簿 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 公印 平成２０年度公印使用簿 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 公印 平成２１年度公印使用簿 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 公印 平成２２年度公印使用簿 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 公印 平成２３年度公印使用簿 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 文書授受等 平成１８年度特殊文書受付簿 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 文書授受等 平成１９年度特殊文書受付簿 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 文書授受等 平成２０年度特殊文書受付簿 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 文書授受等 平成２１年度特殊文書受付簿 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 文書授受等 平成２２年度特殊文書受付簿 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 文書授受等 平成２３年度特殊文書受付簿 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 文書授受等 平成１８年度郵便発送簿 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 文書授受等 平成１９年度郵便発送簿 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 文書授受等 平成２０年度郵便発送簿 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 文書授受等 平成２１年度郵便発送簿 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 文書授受等 平成２２年度郵便発送簿 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 文書授受等 平成２３年度郵便発送簿 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 文書授受等 平成１８年度郵便料金計器計示額記録簿 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 文書授受等 平成１９年度郵便料金計器計示額記録簿 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 文書授受等 平成２０年度郵便料金計器計示額記録簿 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 文書授受等 平成２１年度郵便料金計器計示額記録簿 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 文書授受等 平成２２年度郵便料金計器計示額記録簿 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 文書授受等 平成２３年度郵便料金計器計示額記録簿 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 文書授受等 平成１８年度郵便料金計器計示額報告書（控） 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 文書授受等 平成１９年度郵便料金計器計示額報告書（控） 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 文書授受等 平成２０年度郵便料金計器計示額報告書（控） 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 文書授受等 平成２１年度郵便料金計器計示額報告書（控） 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 文書授受等 平成２２年度郵便料金計器計示額報告書（控） 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 文書授受等 平成２３年度郵便料金計器計示額報告書（控） 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 自己点検・評価 生物資源学部自己点検・評価報告書（保存用） 生物資源学部総務係 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 自己点検・評価 生物資源学部外部評価報告書（保存用） 生物資源学部総務係 1999/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 自己点検・評価 平成１９年度生物資源学部外部評価報告書 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 規程 生物資源学部規則集 生物資源学部総務係 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 調査・統計 平成１３年度学校基本調査 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 調査・統計 平成１４年度学校基本調査 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 調査・統計 平成１５年度学校基本調査 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 調査・統計 平成１６年度学校基本調査 生物資源学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 調査・統計 平成１６年度学校教員統計調査 生物資源学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 調査・統計 平成１９年度学校教員統計調査 生物資源学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 調査・統計 平成２２年度学校教員統計調査 生物資源学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 調査・統計 平成１３年度科学技術統計調査 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 調査・統計 平成１４年度科学技術統計調査 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 調査・統計 平成１５年度科学技術統計調査 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 調査・統計 平成１６年度科学技術統計調査 生物資源学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 調査・統計 平成１７年度科学技術統計調査 生物資源学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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2006年度 総務 調査・統計 平成１８年度科学技術統計調査 生物資源学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 調査・統計 平成１９年度科学技術統計調査 生物資源学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 調査・統計 平成２０年度科学技術統計調査 生物資源学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 調査・統計 平成２１年度科学技術統計調査 生物資源学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 調査・統計 平成２２年度科学技術統計調査 生物資源学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 調査・統計 平成２３年度科学技術統計調査 生物資源学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 調査・統計 平成１８年度調査関係書類（事務局経由） 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 調査・統計 平成１９年度調査関係書類（事務局経由） 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 調査・統計 平成２０年度調査関係書類（事務局経由） 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 調査・統計 平成２１年度調査関係書類（事務局経由） 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 調査・統計 平成２２年度調査関係書類（事務局経由） 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 調査・統計 平成２３年度調査関係書類（事務局経由） 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 海外渡航 平成１８年度外国出張関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 海外渡航 平成１９年度外国出張関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 海外渡航 平成２０年度外国出張関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 海外渡航 平成２１年度外国出張関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 海外渡航 平成２２年度外国出張関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 海外渡航 平成２３年度外国出張関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 海外渡航 平成１８年度海外研修関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 海外渡航 平成１９年度海外研修関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 海外渡航 平成２０年度海外研修関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 海外渡航 平成２１年度海外研修関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 海外渡航 平成１８年度私事渡航関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 海外渡航 平成１９年度私事渡航関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 海外渡航 平成２０年度私事渡航関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 海外渡航 平成２１年度私事渡航関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 海外渡航 平成２２年度私事渡航関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 海外渡航 平成２３年度私事渡航関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 海外渡航 平成１８年度海外渡航報告関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 海外渡航 平成１９年度海外渡航報告関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 外国の大学等との学術交流 学部間協定関係書類 生物資源学部総務係 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 学位記 学位記台帳 生物資源学部総務係 1988/4/1 30年 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 各種研究助成 平成１８年度学部申請による教育研究助成関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 各種研究助成 平成１９年度学部申請による教育研究助成関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 各種研究助成 平成２０年度学部申請による教育研究助成関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 各種研究助成 平成２１年度学部申請による教育研究助成関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 各種研究助成 平成２２年度学部申請による教育研究助成関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 各種研究助成 平成２３年度学部申請による教育研究助成関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 教員の研究活動 研究活動と成果（保存用） 生物資源学部総務係 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 放射性同位元素関係 平成１３年度放射性同位元素等取扱施設調査 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 放射性同位元素関係 平成１４年度放射性同位元素等取扱施設調査 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 放射性同位元素関係 平成１３年度放射線管理状況報告書 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 放射性同位元素関係 平成１４年度放射線管理状況報告書 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 放射性同位元素関係 平成１５年度放射線管理状況報告書 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 儀式 記念式典 生物資源学部総務係 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 公用車運転登録 公用車運転登録関係書類 生物資源学部総務係 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 各種諸証明等 平成２２年度諸証明関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 各種諸証明等 平成２３年度諸証明関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和６２年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 任免 昭和６３年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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1990年度 総務 任免 平成２年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成３年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成４年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成５年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成６年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成７年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成８年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成９年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成１０年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成１１年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成１２年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度任免関係書類（定員内職員） 生物資源学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度任免関係書類（非常勤職員） 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度任免関係書類（非常勤職員） 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度任免関係書類（非常勤職員） 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度任免関係書類（非常勤職員） 生物資源学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度任免関係書類（非常勤職員） 生物資源学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度任免関係書類（非常勤職員） 生物資源学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度任免関係書類（非常勤職員） 生物資源学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度任免関係書類（非常勤職員） 生物資源学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度任免関係書類（非常勤職員） 生物資源学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度任免関係書類（非常勤職員） 生物資源学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度任免関係書類（非常勤職員） 生物資源学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度任免関係書類（非常勤講師） 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度任免関係書類（非常勤講師） 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度任免関係書類（非常勤講師） 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度任免関係書類（非常勤講師） 生物資源学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度任免関係書類（非常勤講師） 生物資源学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度任免関係書類（非常勤講師） 生物資源学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度任免関係書類（非常勤講師） 生物資源学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度任免関係書類（非常勤講師） 生物資源学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度任免関係書類（非常勤講師） 生物資源学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度任免関係書類（非常勤講師） 生物資源学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度任免関係書類（非常勤講師） 生物資源学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成２年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成３年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成４年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成５年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成６年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成７年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成８年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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1997年度 総務 任免 平成９年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成１０年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成１１年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成１２年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度非常勤講師名簿 生物資源学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 昭和６２年度定員現員表 生物資源学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 任免 昭和６３年度定員現員表 生物資源学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 任免 平成元年度定員現員表 生物資源学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 任免 平成２年度定員現員表 生物資源学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 任免 平成３年度定員現員表 生物資源学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 任免 平成４年度定員現員表 生物資源学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 任免 平成５年度定員現員表 生物資源学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 任免 平成６年度定員現員表 生物資源学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 任免 平成７年度定員現員表 生物資源学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 任免 平成８年度定員現員表 生物資源学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 任免 平成９年度定員現員表 生物資源学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 任免 平成１０年度定員現員表 生物資源学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 任免 平成１１年度定員現員表 生物資源学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 任免 平成１２年度定員現員表 生物資源学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度定員現員表 生物資源学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度定員現員表 生物資源学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度定員現員表 生物資源学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度定員現員表 生物資源学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度定員現員表 生物資源学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度定員現員表 生物資源学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度定員現員表 生物資源学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度定員現員表 生物資源学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度定員現員表 生物資源学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度定員現員表 生物資源学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度定員現員表 生物資源学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 任免 人事記録（パート職員） 生物資源学部総務係 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度Ｔ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度Ｔ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度Ｔ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度Ｔ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度Ｔ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度Ｔ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度Ｔ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 任免 平成２０年度Ｔ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度Ｔ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度Ｔ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度Ｔ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 任免 平成１３年度Ｒ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 任免 平成１４年度Ｒ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 任免 平成１５年度Ｒ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 任免 平成１６年度Ｒ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 任免 平成１７年度Ｒ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 任免 平成１８年度Ｒ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 任免 平成１９年度Ｒ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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2008年度 総務 任免 平成２０年度Ｒ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 任免 平成２１年度Ｒ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 任免 平成２２年度Ｒ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 任免 平成２３年度Ｒ・Ａ関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 給与 平成１３年度給与関係書類 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 給与 平成１４年度給与関係書類 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 給与 平成１５年度給与関係書類 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 給与 平成１６年度給与関係書類 生物資源学部総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 給与 平成１７年度給与関係書類 生物資源学部総務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 給与 平成１８年度給与関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 給与 平成１９年度給与関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 給与 平成２０年度給与関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 給与 平成２１年度給与関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 給与 平成２２年度給与関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 給与 平成２３年度給与関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 給与 平成１８年度俸給の調整額関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 給与 平成１９年度俸給の調整額関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 給与 平成２０年度俸給の調整額関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 給与 平成２１年度俸給の調整額関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 給与 平成２２年度俸給の調整額関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 給与 平成２３年度俸給の調整額関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 諸手当 平成１８年度期末・勤勉手当 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 諸手当 平成１９年度期末・勤勉手当 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 諸手当 平成２０年度期末・勤勉手当 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 諸手当 平成２１年度期末・勤勉手当 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 諸手当 平成２２年度期末・勤勉手当 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 諸手当 平成２３年度期末・勤勉手当 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 諸手当 平成１８年度退職手当 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 諸手当 平成１９年度退職手当 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 諸手当 平成２０年度退職手当 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 諸手当 平成２１年度退職手当 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 諸手当 平成２２年度退職手当 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 諸手当 平成２３年度退職手当 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年出勤簿 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年出勤簿 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年出勤簿 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年出勤簿 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年出勤簿 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年出勤簿 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年休暇簿 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年休暇簿 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年休暇簿 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年休暇簿 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年休暇簿 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年休暇簿 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 服務・勤務時間 平成２０年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 服務・勤務時間 平成２１年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 服務・勤務時間 平成２２年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 服務・勤務時間 平成２３年度週休日の振替及び半日勤務の割振変更簿 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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2006年度 総務 服務・勤務時間 平成１８年度研修願 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 服務・勤務時間 平成１９年度研修願 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の研修 平成１８年度職員の研修関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 職員の研修 平成１９年度職員の研修関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 職員の研修 平成２０年度職員の研修関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 職員の研修 平成２１年度職員の研修関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 職員の研修 平成２２年度職員の研修関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の研修 平成２３年度職員の研修関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 栄典・表彰 昭和６２年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 栄典・表彰 昭和６３年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 栄典・表彰 平成元年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 栄典・表彰 平成２年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 栄典・表彰 平成３年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 栄典・表彰 平成４年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 栄典・表彰 平成５年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 栄典・表彰 平成６年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 栄典・表彰 平成７年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 栄典・表彰 平成８年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 栄典・表彰 平成９年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 栄典・表彰 平成１０年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 栄典・表彰 平成１１年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 栄典・表彰 平成１２年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 栄典・表彰 平成１３年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 栄典・表彰 平成１４年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 栄典・表彰 平成１５年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 栄典・表彰 平成１６年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 栄典・表彰 平成１７年度叙位・叙勲・褒章関係書類 生物資源学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 栄典・表彰 昭和６２年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 栄典・表彰 昭和６３年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 栄典・表彰 平成元年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 栄典・表彰 平成２年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 栄典・表彰 平成３年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 栄典・表彰 平成４年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 栄典・表彰 平成５年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 栄典・表彰 平成６年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 栄典・表彰 平成７年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 栄典・表彰 平成８年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 栄典・表彰 平成９年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 栄典・表彰 平成１０年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 栄典・表彰 平成１１年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 栄典・表彰 平成１２年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 栄典・表彰 平成１３年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 栄典・表彰 平成１４年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 栄典・表彰 平成１５年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 栄典・表彰 平成１６年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 栄典・表彰 平成１７年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 栄典・表彰 平成１８年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 栄典・表彰 平成１９年度表彰関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 職員の安全管理 平成１０年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 職員の安全管理 平成１１年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 職員の安全管理 平成１２年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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2001年度 総務 職員の安全管理 平成１３年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 職員の安全管理 平成１４年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 職員の安全管理 平成１５年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 職員の安全管理 平成１６年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 職員の安全管理 平成１７年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の安全管理 平成１８年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 職員の安全管理 平成１９年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 職員の安全管理 平成２０年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 職員の安全管理 平成２１年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 職員の安全管理 平成２２年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の安全管理 平成２３年度安全管理関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 職員の併任・兼業 平成１８年度兼業関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 職員の併任・兼業 平成１９年度兼業関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 職員の併任・兼業 平成２０年度兼業関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 職員の併任・兼業 平成２１年度兼業関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 職員の併任・兼業 平成２２年度兼業関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 職員の併任・兼業 平成２３年度兼業関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 名誉教授 昭和６２年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1988/4/1 30年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1988年度 総務 名誉教授 昭和６３年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 総務 名誉教授 平成元年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 総務 名誉教授 平成２年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 総務 名誉教授 平成３年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 総務 名誉教授 平成４年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 総務 名誉教授 平成５年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 総務 名誉教授 平成６年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 名誉教授 平成７年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 総務 名誉教授 平成８年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 総務 名誉教授 平成９年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 総務 名誉教授 平成１０年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 総務 名誉教授 平成１１年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 総務 名誉教授 平成１２年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 名誉教授 平成１３年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 名誉教授 平成１４年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 名誉教授 平成１５年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 総務 名誉教授 平成１６年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 名誉教授 平成１７年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 名誉教授 平成１８年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 名誉教授 平成１９年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 名誉教授 平成２０年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 名誉教授 平成２１年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 名誉教授 平成２２年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 名誉教授 平成２３年度名誉教授関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 学術・研究 平成１８年度日本学術振興会関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 学術・研究 平成１９年度日本学術振興会関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 学術・研究 平成２０年度日本学術振興会関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 学術・研究 平成２１年度日本学術振興会関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 学術・研究 平成２２年度日本学術振興会関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 学術・研究 平成２３年度日本学術振興会関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 学術・研究 平成１８年度外国人研究者受入れ関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 学術・研究 平成１９年度外国人研究者受入れ関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 学術・研究 平成２０年度外国人研究者受入れ関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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2009年度 総務 学術・研究 平成２１年度外国人研究者受入れ関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 学術・研究 平成２２年度外国人研究者受入れ関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 学術・研究 平成２３年度外国人研究者受入れ関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 学術・研究 平成２０年度各種研究助成関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 学術・研究 平成２１年度各種研究助成関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 学術・研究 平成２２年度各種研究助成関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 学術・研究 平成２３年度各種研究助成関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 組換えＤＮＡ実験 平成１８年度組換えＤＮＡ実験関係書類 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 組換えＤＮＡ実験 平成１９年度組換えＤＮＡ実験関係書類 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 組換えＤＮＡ実験 平成２０年度組換えＤＮＡ実験関係書類 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 組換えＤＮＡ実験 平成２１年度組換えＤＮＡ実験関係書類 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 組換えＤＮＡ実験 平成２２年度組換えＤＮＡ実験関係書類 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 組換えＤＮＡ実験 平成２３年度組換えＤＮＡ実験関係書類 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 総務 奨学金 平成１７年度渡邉文二奨学金関係 生物資源学部総務係 2006/4/1 １０年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 奨学金 平成１８年度渡邉文二奨学金関係 生物資源学部総務係 2007/4/1 １０年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 奨学金 平成１９年度渡邉文二奨学金関係 生物資源学部総務係 2008/4/1 １０年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 奨学金 平成２０年度渡邉文二奨学金関係 生物資源学部総務係 2009/4/1 １０年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 奨学金 平成２１年度渡邉文二奨学金関係 生物資源学部総務係 2010/4/1 １０年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 奨学金 平成２２年度渡邉文二奨学金関係 生物資源学部総務係 2011/4/1 １０年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 奨学金 平成２３年度渡邉文二奨学金関係 生物資源学部総務係 2012/4/1 １０年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1986年度 総務 設置・資格認定 設置関係書類 生物資源学部総務係 1987/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 総務 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善等に係る検討状況 組織の廃止転換・再編成教育研究体制の改善等に係る検討状況関係書類 生物資源学部総務係 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 概算要求 平成１３年度歳出概算要求書及び同附属資料 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 概算要求 平成１４年度歳出概算要求書及び同附属資料 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 概算要求 平成１５年度歳出概算要求書及び同附属資料 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 概算要求 平成１３年度基準概算関係資料 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 国有財産管理、処分等 平成１３年度用途廃止申請書 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 監守 平成１３年度国有財産監守計画 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 監守 平成１４年度国有財産監守計画 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 監守 平成１５年度国有財産監守計画 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 監守 平成１３年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 監守 平成１４年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 監守 平成１５年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 出納官吏等検査 平成１３年度検査書 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 出納官吏等検査 平成１４年度検査書 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 出納官吏等検査 平成１５年度検査書 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 会計実地検査 平成１５年度会計実地検査関係書類（通知等） 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 総務 調査報告 平成１３年度各種提出調書 生物資源学部総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 総務 調査報告 平成１４年度各種提出調書 生物資源学部総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 総務 調査報告 平成１５年度各種提出調書 生物資源学部総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 給与支給 平成１８年度基準給与簿 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 給与支給 平成１９年度基準給与簿 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 給与支給 平成２０年度基準給与簿 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 給与支給 平成２１年度基準給与簿 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 給与支給 平成２２年度基準給与簿 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 給与支給 平成２３年度基準給与簿 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 所得税・住民税 平成１８年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成１９年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成２０年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成２１年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成２２年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄

293 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2011年度 総務 所得税・住民税 平成２３年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 所得税・住民税 平成１８年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成１９年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成２０年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成２１年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成２２年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 所得税・住民税 平成２３年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 総務 所得税・住民税 平成１８年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 生物資源学部総務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 総務 所得税・住民税 平成１９年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 生物資源学部総務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 所得税・住民税 平成２０年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 生物資源学部総務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 所得税・住民税 平成２１年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 生物資源学部総務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 所得税・住民税 平成２２年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 生物資源学部総務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 所得税・住民税 平成２３年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 生物資源学部総務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 物品 物品管理簿 生物資源学部総務係 1988/4/1 常用 － 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 物品 物品出納簿 生物資源学部総務係 1988/4/1 常用 － 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 物品 物品供用簿 生物資源学部総務係 1988/4/1 常用 － 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
1987年度 総務 物品 物品使用簿 生物資源学部総務係 1988/4/1 常用 － 紙 倉庫 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生募集 平成１８年度編入学試験関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生募集 平成１９年度編入学試験関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生募集 平成２０年度編入学試験関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生募集 平成２１年度編入学試験関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生募集 平成２２年度編入学試験関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生募集 平成２３年度編入学試験関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成５年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成６年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成７年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成８年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成９年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成１０年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成１１年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成１２年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成１３年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成１４年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成１５年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成１６年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成１７年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成１８年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成１９年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成２０年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成２１年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成２２年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成２３年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成２年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成３年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成４年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成５年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成６年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成７年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成８年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成９年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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1998年度 学務 学生身分変更 平成１０年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成１１年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成１２年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成１３年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成１４年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成１５年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成１６年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成１７年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成１８年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成１９年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成２０年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成２１年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成２２年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成２３年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 学生身分変更 昭和６３年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成２年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成３年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成４年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成５年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成６年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成７年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成８年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成９年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成１０年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成１１年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成１２年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成１３年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成１４年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成１５年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成１６年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成１７年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成１８年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成１９年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成２０年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成２１年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成２２年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成２３年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成３年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成４年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成７年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成１０年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成２２年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成２３年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 学生身分変更 平成元年度懲戒関係書類 生物資源学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 学生身分変更 平成２年度懲戒関係書類 生物資源学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成４年度懲戒関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成８年度懲戒関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成１０年度懲戒関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成１１年度懲戒関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成２３年度懲戒関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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1988年度 学務 学　籍 学籍簿(学部) 生物資源学部学務係 1989/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生 昭和６３年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生 平成元年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生 平成２年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生 平成３年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生 平成４年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生 平成５年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生 平成６年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生 平成７年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生 平成８年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生 平成９年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生 平成１０年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生 平成１１年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生 平成１２年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生 平成１３年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生 平成１４年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生 平成１５年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生 平成１６年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生 平成１７年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生 平成１８年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生 平成１９年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生 平成２０年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生 平成２１年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生 平成２２年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生 平成２３年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 非正規生 昭和６３年度聴講生関係書類 生物資源学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 非正規生 平成元年度聴講生関係書類 生物資源学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 非正規生 平成２年度聴講生関係書類 生物資源学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生 平成３年度聴講生関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生 平成４年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生 平成５年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生 平成６年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生 平成７年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生 平成８年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生 平成９年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生 平成１０年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生 平成１１年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生 平成１２年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生 平成１３年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生 平成１４年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生 平成１５年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生 平成１６年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生 平成１７年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生 平成１８年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生 平成１９年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生 平成２０年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生 平成２１年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生 平成２２年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生 平成２３年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生 平成８年度特別聴講学生関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生 平成９年度特別聴講学生関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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1998年度 学務 非正規生 平成１０年度特別聴講学生関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生 平成１２年度特別聴講学生関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生 平成１３年度特別聴講学生関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生 平成１４年度特別聴講学生関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生 平成１５年度特別聴講学生関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生 平成１６年度特別聴講学生関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生 平成１７年度特別聴講学生関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1988年度 学務 教員免許状 昭和６３年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 1989/4/1 30年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1989年度 学務 教員免許状 平成元年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 1990/4/1 30年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1990年度 学務 教員免許状 平成２年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 教員免許状 平成３年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 教員免許状 平成４年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 教員免許状 平成５年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 教員免許状 平成６年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 教員免許状 平成７年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 教員免許状 平成８年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 教員免許状 平成９年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 教員免許状 平成１０年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 教員免許状 平成１１年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 教員免許状 平成１２年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 教員免許状 平成１３年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 教員免許状 平成１４年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 教員免許状 平成１５年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 教員免許状 平成１６年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 教員免許状 平成１７年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 教員免許状 平成１８年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 教員免許状 平成１９年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 教員免許状 平成２０年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 教員免許状 平成２１年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 教員免許状 平成２２年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 教員免許状 平成２３年度教員免許状関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度学習要項 生物資源学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度学習要項 生物資源学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度学習要項 生物資源学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 平成２１年度学習要項 生物資源学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度学習要項 生物資源学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度学習要項 生物資源学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度授業時間割 生物資源学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度授業時間割 生物資源学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度授業時間割 生物資源学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 平成２１年度授業時間割 生物資源学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度授業時間割 生物資源学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度授業時間割 生物資源学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 授業履修 平成１８年度定期（追再）試験時間割 生物資源学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 授業履修 平成１９年度定期（追再）試験時間割 生物資源学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 授業履修 平成２０年度定期（追再）試験時間割 生物資源学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 授業履修 平成２１年度定期（追再）試験時間割 生物資源学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 授業履修 平成２２年度定期（追再）試験時間割 生物資源学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 授業履修 平成２３年度定期（追再）試験時間割 生物資源学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 平成３年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 平成４年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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1993年度 学務 卒　業 平成５年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 平成６年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 平成７年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 平成８年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 平成９年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 平成１０年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 平成１１年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 平成１２年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 平成１３年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 平成１４年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 平成１５年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 卒　業 平成１６年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 平成１７年度学位授与申請用名簿 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 卒　業 平成３年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 卒　業 平成４年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 卒　業 平成５年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 卒　業 平成６年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 卒　業 平成７年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 卒　業 平成８年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 卒　業 平成９年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 卒　業 平成１０年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 卒　業 平成１１年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 卒　業 平成１２年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 卒　業 平成１３年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 卒　業 平成１４年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 卒　業 平成１５年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 卒　業 平成１６年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 卒　業 平成１７年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 卒　業 平成１８年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 卒　業 平成１９年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 卒　業 平成２０年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 卒　業 平成２１年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 卒　業 平成２２年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 卒　業 平成２３年度卒業判定資料 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 教育実習 平成１８年度教育実習関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 教育実習 平成１９年度教育実習関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 教育実習 平成２０年度教育実習関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 教育実習 平成２１年度教育実習関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 教育実習 平成２２年度教育実習関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 教育実習 平成２３年度教育実習関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 統計・調査 平成１８年度各種統計、調査関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 統計・調査 平成１９年度各種統計、調査関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 統計・調査 平成２０年度各種統計、調査関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 統計・調査 平成２１年度各種統計、調査関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 統計・調査 平成２２年度各種統計、調査関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 統計・調査 平成２３年度各種統計、調査関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 農業別科 平成１３年度農業別科関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 農業別科 平成１４年度農業別科関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 農業別科 平成１５年度農業別科関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 農業別科 平成１６年度農業別科関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 農業別科 平成１７年度農業別科関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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2001年度 学務 ボイラー技師 平成１３年度ボイラー技師関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 ボイラー技師 平成１４年度ボイラー技師関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 ボイラー技師 平成１５年度ボイラー技師関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 ボイラー技師 平成１６年度ボイラー技師関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 ボイラー技師 平成１７年度ボイラー技師関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成３年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成４年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成５年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成６年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成７年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成８年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成９年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成１０年度休学関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成１１年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成１２年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成１３年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成１４年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成１５年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成１６年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成１７年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成１８年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成１９年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成２０年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成２１年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成２２年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成２３年度休学関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成３年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成４年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成５年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成６年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成７年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成８年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成９年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成１０年度復学関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成１１年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成１２年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成１３年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成１４年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成１５年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成１６年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成１７年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成１８年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成１９年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成２０年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成２１年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成２２年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成２３年度復学関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成３年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成４年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成５年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成６年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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1995年度 学務 学生身分変更 平成７年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成８年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成９年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成１０年度退学関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成１１年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成１２年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成１３年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成１４年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成１５年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成１６年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成１７年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成１８年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成１９年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成２０年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成２１年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成２２年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成２３年度退学関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学生身分変更 平成３年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学生身分変更 平成４年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学生身分変更 平成５年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学生身分変更 平成６年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学生身分変更 平成７年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学生身分変更 平成８年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学生身分変更 平成９年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学生身分変更 平成１０年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学生身分変更 平成１１年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学生身分変更 平成１２年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学生身分変更 平成１３年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学生身分変更 平成１４年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学生身分変更 平成１５年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学生身分変更 平成１６年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学生身分変更 平成１７年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学生身分変更 平成１８年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学生身分変更 平成１９年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学生身分変更 平成２０年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学生身分変更 平成２１年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学生身分変更 平成２２年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学生身分変更 平成２３年度除籍関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学籍・論文 平成３年度学籍簿 生物資源学部学務係 1992/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学籍・論文 平成４年度学籍簿 生物資源学部学務係 1993/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学籍・論文 平成５年度学籍簿 生物資源学部学務係 1994/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学籍・論文 平成６年度学籍簿 生物資源学部学務係 1995/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学籍・論文 平成７年度学籍簿 生物資源学部学務係 1996/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学籍・論文 平成８年度学籍簿 生物資源学部学務係 1997/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学籍・論文 平成９年度学籍簿 生物資源学部学務係 1998/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学籍・論文 平成１０年度学籍簿 生物資源学部学務係 1999/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学籍・論文 平成１１年度学籍簿 生物資源学部学務係 2000/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学籍・論文 平成１２年度学籍簿 生物資源学部学務係 2001/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学籍・論文 平成１３年度学籍簿 生物資源学部学務係 2002/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学籍・論文 平成１４年度学籍簿 生物資源学部学務係 2003/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学籍・論文 平成１５年度学籍簿 生物資源学部学務係 2004/4/1 常用 － 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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1991年度 学務 学籍・論文 平成３年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学籍・論文 平成４年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学籍・論文 平成５年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学籍・論文 平成６年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学籍・論文 平成７年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学籍・論文 平成８年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学籍・論文 平成９年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学籍・論文 平成１０年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学籍・論文 平成１１年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学籍・論文 平成１２年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学籍・論文 平成１３年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学籍・論文 平成１４年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学籍・論文 平成１５年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学籍・論文 平成１６年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学籍・論文 平成１７年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学籍・論文 平成１８年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学籍・論文 平成１９年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学籍・論文 平成２０年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学籍・論文 平成２１年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学籍・論文 平成２２年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学籍・論文 平成２３年度学位論文審査関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 学籍・論文 平成３年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 学籍・論文 平成４年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 学籍・論文 平成５年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 学籍・論文 平成６年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 学籍・論文 平成７年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 学籍・論文 平成８年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 学籍・論文 平成９年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 学籍・論文 平成１０年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 学籍・論文 平成１１年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 学籍・論文 平成１２年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 学籍・論文 平成１３年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 学籍・論文 平成１４年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 学籍・論文 平成１５年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 学籍・論文 平成１６年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 学籍・論文 平成１７年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 学籍・論文 平成１８年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 学籍・論文 平成１９年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学籍・論文 平成２０年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学籍・論文 平成２１年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学籍・論文 平成２２年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学籍・論文 平成２３年度学位授与者名簿 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生 平成３年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生 平成４年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生 平成５年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生 平成６年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生 平成７年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生 平成８年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生 平成９年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生 平成１０年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生 平成１１年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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2000年度 学務 非正規生 平成１２年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生 平成１３年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生 平成１４年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生 平成１５年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生 平成１６年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生 平成１７年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生 平成１８年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生 平成１９年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生 平成２０年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生 平成２１年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生 平成２２年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生 平成２３年度研究生関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1991年度 学務 非正規生 平成３年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1992年度 学務 非正規生 平成４年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1993年度 学務 非正規生 平成５年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1994年度 学務 非正規生 平成６年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1995年度 学務 非正規生 平成７年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1996年度 学務 非正規生 平成８年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1997年度 学務 非正規生 平成９年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1998/4/1 30年 2027年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1998年度 学務 非正規生 平成１０年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 1999/4/1 30年 2028年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
1999年度 学務 非正規生 平成１１年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2000/4/1 30年 2029年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2000年度 学務 非正規生 平成１２年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2001/4/1 30年 2030年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 非正規生 平成１３年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 非正規生 平成１４年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2003/4/1 30年 2032年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 非正規生 平成１５年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2004/4/1 30年 2033年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 非正規生 平成１６年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2005/4/1 30年 2034年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 非正規生 平成１７年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 非正規生 平成１８年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 非正規生 平成１９年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 非正規生 平成２０年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 非正規生 平成２１年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 非正規生 平成２２年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 非正規生 平成２３年度科目等履修生関係書類 生物資源学部学務係 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 留学生 平成１３年度留学生個人調書 生物資源学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 留学生 平成１４年度留学生個人調書 生物資源学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 留学生 平成１５年度留学生個人調書 生物資源学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 留学生 平成１６年度留学生個人調書 生物資源学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 留学生 平成１７年度留学生個人調書 生物資源学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2001年度 学務 生　活 平成１３年度学生調書 生物資源学部学務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2002年度 学務 生　活 平成１４年度学生調書 生物資源学部学務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 学務 生　活 平成１５年度学生調書 生物資源学部学務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2004年度 学務 生　活 平成１６年度学生調書 生物資源学部学務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2005年度 学務 生　活 平成１７年度学生調書 生物資源学部学務係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2006年度 学務 生　活 平成１８年度学生調書 生物資源学部学務係 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2007年度 学務 生　活 平成１９年度学生調書 生物資源学部学務係 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 生　活 平成２０年度学生調書 生物資源学部学務係 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 生　活 平成２１年度学生調書 生物資源学部学務係 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 生　活 平成２２年度学生調書 生物資源学部学務係 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 生　活 平成２３年度学生調書 生物資源学部学務係 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成２１年度DD-IFPプログラム運営委員会 生物資源学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 平成２２年度DD-IFPプログラム運営委員会 生物資源学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
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2011年度 学務 各種委員会等 平成２３年度DD-IFPプログラム運営委員会 生物資源学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 各種委員会等 平成２１年度教職課程運営委員会 生物資源学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 各種委員会等 平成２２年度教職課程運営委員会 生物資源学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 各種委員会等 平成２３年度教職課程運営委員会 生物資源学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 特別支援プログラム 平成２１年度特別支援プログラム 生物資源学部学務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 特別支援プログラム 平成２２年度特別支援プログラム 生物資源学部学務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 特別支援プログラム 平成２３年度特別支援プログラム 生物資源学部学務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 生物資源学研究科事務長 廃棄
2003年度 資源循環学科 循環生物工学講座 平成15年度博士論文関係 橋本篤 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 生物情報工学研究室 生物資源学研究科長 廃棄
2004年度 資源循環学科 循環生物工学講座 平成16年度博士論文関係 橋本篤 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 生物情報工学研究室 生物資源学研究科長 廃棄
2005年度 資源循環学科 循環生物工学講座 平成17年度博士論文関係 橋本篤 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 生物情報工学研究室 生物資源学研究科長 廃棄
2003年度 生物圏生命科学科 生命機能科学講座 平成15年度博士論文（川浦） 西川司朗 2004/4/1 10年 2013年度末 電子媒体 生理活性化学研究室 生物資源学研究科長 廃棄
2003年度 生物圏生命科学科 海洋生物科学講座 平成15年度博士論文 柿沼誠 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 海洋生物化学研究室 生物資源学研究科長 廃棄
2001年度 生物圏生命科学科 陸圏生物生産学講座 平成13年度教官選考関係書類 脇田正彰 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 動物生産学研究室 生物資源学研究科長 廃棄
2004年度 生物圏生命科学科 水圏生物生産学講座 平成16年度博士論文 宮崎照雄 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 宮崎研究室 生物資源学研究科長 廃棄
2006年度 附属施設総務 会議等 平成18年度全国・地区別大学附属農場協議会関係 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 会議等 平成19年度全国・地区別大学附属農場協議会関係 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 会議等 平成20年度全国・地区別大学附属農場協議会関係 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 会議等 平成21年度全国・地区別大学附属農場協議会関係 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 会議等 平成22年度全国・地区別大学附属農場協議会関係 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 会議等 平成23年度全国・地区別大学附属農場協議会関係 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 会議等 平成18年度全国・地区別大学附属演習林協議会関係 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 会議等 平成19年度全国・地区別大学附属演習林協議会関係 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 会議等 平成20年度全国・地区別大学附属演習林協議会関係 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 会議等 平成21年度全国・地区別大学附属演習林協議会関係 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 会議等 平成22年度全国・地区別大学附属演習林協議会関係 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 会議等 平成23年度全国・地区別大学附属演習林協議会関係 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 会議等 平成18年度全国・地区別大学附属練習船協議会関係 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 会議等 平成19年度全国・地区別大学附属練習船協議会関係 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 会議等 平成20年度全国・地区別大学附属練習船協議会関係 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 会議等 平成21年度全国・地区別大学附属練習船協議会関係 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設総務 任免 平成13年度任免関係書類 (定員内・非常勤職員) 附属施設総務担当 2002/4/1 30年 2031年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2005年度 附属施設総務 任免 平成17年度任免関係書類 (定員内・非常勤職員) 附属施設総務担当 2006/4/1 30年 2035年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 任免 平成18年度任免関係書類 (定員内・非常勤職員) 附属施設総務担当 2007/4/1 30年 2036年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 任免 平成19年度任免関係書類 (定員内・非常勤職員) 附属施設総務担当 2008/4/1 30年 2037年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 任免 平成20年度任免関係書類 (定員内・非常勤職員) 附属施設総務担当 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 任免 平成21年度任免関係書類 (定員内・非常勤職員) 附属施設総務担当 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 任免 平成22年度任免関係書類 (定員内・非常勤職員) 附属施設総務担当 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 任免 平成23年度任免関係書類 (定員内・非常勤職員) 附属施設総務担当 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 給与 平成18年度給与関係書類 (定員内) 附属施設総務担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 給与 平成19年度給与関係書類 (定員内) 附属施設総務担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 給与 平成20年度給与関係書類 (定員内) 附属施設総務担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 給与 平成21年度給与関係書類 (定員内) 附属施設総務担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 給与 平成22年度給与関係書類 (定員内) 附属施設総務担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 給与 平成23年度給与関係書類 (定員内) 附属施設総務担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 諸手当 平成18年度期末・勤勉手当 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 諸手当 平成19年度期末・勤勉手当 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 諸手当 平成20年度期末・勤勉手当 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 諸手当 平成21年度期末・勤勉手当 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 諸手当 平成22年度期末・勤勉手当 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 諸手当 平成23年度期末・勤勉手当 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 公開講座 平成18年度公開講座関係書類 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
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2007年度 附属施設総務 公開講座 平成19年度公開講座関係書類 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 公開講座 平成20年度公開講座関係書類 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 公開講座 平成21年度公開講座関係書類 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 公開講座 平成22年度公開講座関係書類 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 公開講座 平成23年度公開講座関係書類 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 諸行事 平成21年度フィールドサイエンスセンター諸行事(収穫祭他)関係書類 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 諸行事 平成22年度フィールドサイエンスセンター諸行事(収穫祭他)関係書類 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 諸行事 平成23年度フィールドサイエンスセンター諸行事(収穫祭他)関係書類 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 旅行発令等 平成18年度旅行命令簿 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 旅行発令等 平成19年度旅行命令簿 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 旅行発令等 平成20年度旅行命令簿 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 旅行発令等 平成21年度旅行命令簿 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 旅行発令等 平成22年度旅行命令簿 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 旅行発令等 平成23年度旅行命令簿 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 旅行発令等 平成18年度復命書 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 旅行発令等 平成19年度復命書 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 旅行発令等 平成20年度復命書 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 旅行発令等 平成21年度復命書 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 旅行発令等 平成22年度復命書 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 旅行発令等 平成23年度復命書 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1999年度 附属施設総務 広報 平成11年度附属教育研究施設概要（保存用） 附属施設総務係 2000/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2000年度 附属施設総務 広報 平成12年度附属教育研究施設概要（保存用） 附属施設総務係 2001/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設総務 広報 紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター（保存用） 附属施設総務係 2003/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2005年度 附属施設総務 広報 紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター（保存用） 附属施設総務係 2006/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 広報 紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター（保存用） 附属施設総務担当 2009/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 広報 紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター（保存用） 附属施設総務担当 2010/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1990年度 附属施設総務 文書授受等 平成2年度文書受付簿 附属施設総務係 1991/4/1 30年 2020年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1991年度 附属施設総務 文書授受等 平成3年度文書受付簿 附属施設総務係 1992/4/1 30年 2021年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1992年度 附属施設総務 文書授受等 平成4年度文書受付簿 附属施設総務係 1993/4/1 30年 2022年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1993年度 附属施設総務 文書授受等 平成5年度文書受付簿 附属施設総務係 1994/4/1 30年 2023年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1994年度 附属施設総務 文書授受等 平成6年度文書受付簿 附属施設総務係 1995/4/1 30年 2024年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1995年度 附属施設総務 文書授受等 平成7年度文書受付簿 附属施設総務係 1996/4/1 30年 2025年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1996年度 附属施設総務 文書授受等 平成8年度文書受付簿 附属施設総務係 1997/4/1 30年 2026年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 文書授受等 平成18年度特殊文書受付簿 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 文書授受等 平成19年度特殊文書受付簿 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 文書授受等 平成20年度特殊文書受付簿 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 文書授受等 平成21年度特殊文書受付簿 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 文書授受等 平成22年度特殊文書受付簿 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 文書授受等 平成23年度特殊文書受付簿 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 文書授受等 平成18年度郵便物発送簿 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 文書授受等 平成19年度郵便物発送簿 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 文書授受等 平成20年度郵便物発送簿 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 文書授受等 平成21年度郵便物発送簿 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 文書授受等 平成22年度郵便物発送簿 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 文書授受等 平成23年度郵便物発送簿 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1987年度 附属施設総務 規程 生物資源学部規則集 附属施設総務係 1988/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1973年度 附属施設総務 規程 学内規程等関係書類 附属施設総務係 1974/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設総務 調査・統計 平成13年度学校基本調査 附属施設総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設総務 調査・統計 平成14年度学校基本調査 附属施設総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2003年度 附属施設総務 調査・統計 平成15年度学校基本調査 附属施設総務係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2004年度 附属施設総務 調査・統計 平成16年度学校基本調査 附属施設総務係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
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2006年度 附属施設総務 調査・統計 平成18年度調査関係書類（事務局経由） 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 調査・統計 平成19年度調査関係書類（事務局経由） 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 調査・統計 平成20年度調査関係書類（事務局経由） 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 調査・統計 平成21年度調査関係書類（事務局経由） 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 調査・統計 平成22年度調査関係書類（事務局経由） 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 調査・統計 平成23年度調査関係書類（事務局経由） 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 調査・統計 平成18年度調査関係書類（学部独自） 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 調査・統計 平成19年度調査関係書類（学部独自） 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 調査・統計 平成20年度調査関係書類（学部独自） 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 調査・統計 平成21年度調査関係書類（学部独自） 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 調査・統計 平成22年度調査関係書類（学部独自） 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 調査・統計 平成23年度調査関係書類（学部独自） 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 公用車運転登録 平成18年度公用車運転登録関係書類 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 公用車運転登録 平成19年度公用車運転登録関係書類 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 公用車運転登録 平成20年度公用車運転登録関係書類 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 公用車運転登録 平成21年度公用車運転登録関係書類 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 公用車運転登録 平成22年度公用車運転登録関係書類 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 公用車運転登録 平成23年度公用車運転登録関係書類 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 各種諸証明等 平成22年度証明書関係 附属施設総務担当 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 各種諸証明等 平成23年度証明書関係 附属施設総務担当 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 各種諸証明等 平成22年度身分証明関係書類 附属施設総務担当 2011/4/1 1年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 各種諸証明等 平成23年度身分証明関係書類 附属施設総務担当 2012/4/1 1年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設総務 給与 平成13年度給与関係書類 附属施設総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成18年度出勤簿 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成19年度出勤簿 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成20年度出勤簿 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成21年度出勤簿 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成22年度出勤簿 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成23年度出勤簿 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成18年度休暇簿 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成19年度休暇簿 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成20年度休暇簿 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成21年度休暇簿 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成22年度休暇簿 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成23年度休暇簿 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成20年度職務専念義務免除関係 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成21年度職務専念義務免除関係 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成22年度職務専念義務免除関係 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成23年度職務専念義務免除関係 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成18年度時間外勤務確認・命令書 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成19年度時間外勤務確認・命令書 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成20年度時間外勤務確認・命令書 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成21年度時間外勤務確認・命令書 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成22年度時間外勤務確認・命令書 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成23年度時間外勤務確認・命令書 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成18年度週休日等の振替簿 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成19年度週休日等の振替簿 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成20年度週休日等の振替簿 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成21年度週休日等の振替簿 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成22年度週休日等の振替簿 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成23年度週休日等の振替簿 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
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2006年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成18年度研修願 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成19年度研修願 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成20年度研修願 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成21年度研修願 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成22年度研修願 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 服務・勤務時間 平成23年度研修願 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 職員の研修 平成18年度職員の研修関係書類 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 職員の研修 平成19年度職員の研修関係書類 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 職員の研修 平成20年度職員の研修関係書類 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 職員の研修 平成21年度職員の研修関係書類 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 職員の研修 平成22年度職員の研修関係書類 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 職員の研修 平成23年度職員の研修関係書類 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設総務 概算要求 平成13年度歳出概算要求書及び同附属資料 附属施設総務係 2002/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設総務 概算要求 平成14年度歳出概算要求書及び同附属資料 附属施設総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設総務 概算要求 平成13年度歳入見積書及び同附属資料 附属施設総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設総務 概算要求 平成13年度基準概算関係資料 附属施設総務係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設総務 概算要求 平成14年度基準概算関係資料 附属施設総務係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 調査報告 平成20年度各種提出調書 附属施設総務担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 調査報告 平成21年度各種提出調書 附属施設総務担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 調査報告 平成22年度各種提出調書 附属施設総務担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 調査報告 平成23年度各種提出調書 附属施設総務担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 給与支給 平成18年度基準給与簿 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 給与支給 平成19年度基準給与簿 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 給与支給 平成20年度基準給与簿 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 給与支給 平成21年度基準給与簿 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 給与支給 平成22年度基準給与簿 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 給与支給 平成23年度基準給与簿 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成18年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成19年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成20年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成21年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成22年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成23年度給与所得者扶養控除等（異動）申告書 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成18年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成19年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成20年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成21年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成22年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成23年度給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成18年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成19年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成20年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成21年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成22年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 所得税・住民税 平成23年度給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設総務 公用車運行 平成18年度公用車運行日誌 附属施設総務担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設総務 公用車運行 平成19年度公用車運行日誌 附属施設総務担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設総務 公用車運行 平成20年度公用車運行日誌 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 公用車運行 平成21年度公用車運行日誌 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 公用車運行 平成22年度公用車運行日誌 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 公用車運行 平成23年度公用車運行日誌 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄

306 / 313 ページ



名称
大分類 中分類 (小分類)

保存期間満了日
作成・取得

年度等
分類

作成・取得者 起算日
保存
期間

媒体
の種

保存場所 管理者
保存期
間満了

備考

2008年度 附属施設総務 地域貢献 平成20年度　教育ファーム関係書類 附属施設総務担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設総務 地域貢献 平成21年度　教育ファーム関係書類 附属施設総務担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 地域貢献 平成22年度　教育ファーム関係書類 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 地域貢献 平成23年度　教育ファーム関係書類 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設総務 地域貢献 平成22年度　大学ファーム関係書類 附属施設総務担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設総務 地域貢献 平成23年度　大学ファーム関係書類 附属施設総務担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設管理 監守 平成13年度国有財産監守計画 附属施設管理係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設管理 監守 平成14年度国有財産監守計画 附属施設管理係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2003年度 附属施設管理 監守 平成15年度国有財産監守計画 附属施設管理係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設管理 監守 平成13年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 附属施設管理係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設管理 監守 平成14年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 附属施設管理係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2003年度 附属施設管理 監守 平成15年度監守者及び補助監守者の指定及び変更 附属施設管理係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成13年度防火管理者選出・解任書 附属施設管理係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成14年度防火管理者選出・解任書 附属施設管理係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2003年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成15年度防火管理者選出・解任書 附属施設管理係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2004年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成16年度防火管理者選出・解任書 附属施設管理係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2005年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成17年度防火管理者選出・解任書 附属施設管理係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成18年度防火管理者選出・解任書 附属施設管理担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成19年度防火管理者選出・解任書 附属施設管理担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成22年度防火管理者選出・解任書 附属施設管理担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成23年度防火管理者選出・解任書 附属施設管理担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成13年度防火隊編成一覧表 附属施設管理係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成14年度防火隊編成一覧表 附属施設管理係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2003年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成15年度防火隊編成一覧表 附属施設管理係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2004年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成16年度防火隊編成一覧表 附属施設管理係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2005年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成17年度防火隊編成一覧表 附属施設管理係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成18年度防火隊編成一覧表 附属施設管理担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成19年度防火隊編成一覧表 附属施設管理担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成20年度防火隊編成一覧表 附属施設管理担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成21年度防火隊編成一覧表 附属施設管理担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成22年度防火隊編成一覧表 附属施設管理担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成23年度防火隊編成一覧表 附属施設管理担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成13年度消防計画書 附属施設管理係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成14年度消防計画書 附属施設管理係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2003年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成15年度消防計画書 附属施設管理係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2004年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成16年度消防計画書 附属施設管理係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2005年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成17年度消防計画書 附属施設管理係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成18年度消防計画書 附属施設管理担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成19年度消防計画書 附属施設管理担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成20年度消防計画書 附属施設管理担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成21年度消防計画書 附属施設管理担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成22年度消防計画書 附属施設管理担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成23年度消防計画書 附属施設管理担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成13年度消防設備点検結果報告書 附属施設管理係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成14年度消防設備点検結果報告書 附属施設管理係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2003年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成15年度消防設備点検結果報告書 附属施設管理係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2004年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成16年度消防設備点検結果報告書 附属施設管理係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2005年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成17年度消防設備点検結果報告書 附属施設管理係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成18年度消防設備点検結果報告書 附属施設管理担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成19年度消防設備点検結果報告書 附属施設管理担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成20年度消防設備点検結果報告書 附属施設管理担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
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2009年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成21年度消防設備点検結果報告書 附属施設管理担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成22年度消防設備点検結果報告書 附属施設管理担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 防火管理、消防 平成23年度消防設備点検結果報告書 附属施設管理担当 2012/4/1 11年 2021年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 通知、調査報告 平成20年度他大学、他機関への回答等文書 附属施設管理担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 通知、調査報告 平成21年度他大学、他機関への回答等文書 附属施設管理担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 通知、調査報告 平成22年度他大学、他機関への回答等文書 附属施設管理担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 通知、調査報告 平成23年度他大学、他機関への回答等文書 附属施設管理担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 支出 平成18年度臨時職員雇入伺及び出勤簿 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 支出 平成19年度臨時職員雇入伺及び出勤簿 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 支出 平成20年度臨時職員雇入伺及び出勤簿 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 支出 平成21年度臨時職員雇入伺及び出勤簿 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 支出 平成22年度臨時職員雇入伺及び出勤簿 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 支出 平成23年度臨時職員雇入伺及び出勤簿 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 各種委員会 平成20年度農場管理委員会関係 附属施設管理担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 各種委員会 平成21年度農場管理委員会関係 附属施設管理担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 各種委員会 平成22年度農場管理委員会関係 附属施設管理担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 各種委員会 平成23年度農場管理委員会関係 附属施設管理担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 各種委員会 平成21年度農場運営会議関係 附属施設管理担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 各種委員会 平成22年度農場運営会議関係 附属施設管理担当 2011/4/1 3年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 各種委員会 平成23年度農場運営会議関係 附属施設管理担当 2012/4/1 3年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 各種委員会 平成20年度演習林運営委員会関係 附属施設管理担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 各種委員会 平成21年度演習林運営委員会関係 附属施設管理担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 各種委員会 平成22年度演習林運営委員会関係 附属施設管理担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 各種委員会 平成23年度演習林運営委員会関係 附属施設管理担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 各種委員会 平成20年度演習林管理委員会関係 附属施設管理担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 各種委員会 平成21年度演習林管理委員会関係 附属施設管理担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 各種委員会 平成22年度演習林管理委員会関係 附属施設管理担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 各種委員会 平成23年度演習林管理委員会関係 附属施設管理担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 その他施設関係 平成18年度実験申込書 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 その他施設関係 平成19年度実験申込書 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 その他施設関係 平成20年度実験申込書 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 その他施設関係 平成21年度実験申込書 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 その他施設関係 平成22年度実験申込書 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 その他施設関係 平成23年度実験申込書 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 その他施設関係 平成18年度見学申込書 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 その他施設関係 平成19年度見学申込書 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 その他施設関係 平成20年度見学申込書 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 その他施設関係 平成21年度見学申込書 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 その他施設関係 平成22年度見学申込書 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 その他施設関係 平成23年度見学申込書 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1948年度 附属施設管理 その他施設関係 林斑台帳 附属施設管理係 1949/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設管理 その他施設関係 平成13年度演習林業務日誌 附属施設管理係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設管理 その他施設関係 平成14年度演習林業務日誌 附属施設管理係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2003年度 附属施設管理 その他施設関係 平成15年度演習林業務日誌 附属施設管理係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2004年度 附属施設管理 その他施設関係 平成16年度演習林業務日誌 附属施設管理係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2005年度 附属施設管理 その他施設関係 平成17年度演習林業務日誌 附属施設管理係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 その他施設関係 平成18年度演習林業務日誌 附属施設管理担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 その他施設関係 平成19年度演習林業務日誌 附属施設管理担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 その他施設関係 平成20年度演習林業務日誌 附属施設管理担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 その他施設関係 平成21年度演習林業務日誌 附属施設管理担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 その他施設関係 平成22年度演習林業務日誌 附属施設管理担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
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2011年度 附属施設管理 その他施設関係 平成23年度演習林業務日誌 附属施設管理担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 会議 平成18年度練習船勢水丸運営委員会 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 会議 平成19年度練習船勢水丸運営委員会 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 会議 平成20年度練習船勢水丸運営委員会 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 会議 平成21年度練習船勢水丸運営委員会 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 会議 平成22年度練習船勢水丸運営委員会 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 会議 平成23年度練習船勢水丸運営委員会 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 会議 平成18年度附属水産実験所運営委員会 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 会議 平成19年度附属水産実験所運営委員会 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 会議 平成20年度附属水産実験所管理関係委員会関係 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 会議 平成21年度附属水産実験所管理関係委員会関係 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 会議 平成22年度附属水産実験所管理関係委員会関係 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 会議 平成23年度附属水産実験所管理関係委員会関係 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 漁獲物 平成18年度以西底引網漁獲物許可申請 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 漁獲物 平成19年度以西底引網漁獲物許可申請 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 漁獲物 平成20年度以西底引網漁獲物許可申請 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 漁獲物 平成21年度以西底引網漁獲物許可申請 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 漁獲物 平成22年度以西底引網漁獲物許可申請 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 漁獲物 平成23年度以西底引網漁獲物許可申請 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 漁獲物 平成18年度試験研究に関する許可申請 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 漁獲物 平成19年度試験研究に関する許可申請 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 漁獲物 平成20年度試験研究に関する許可申請 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 漁獲物 平成21年度試験研究に関する許可申請 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 漁獲物 平成22年度試験研究に関する許可申請 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 漁獲物 平成23年度試験研究に関する許可申請 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 漁獲物 平成20年度海面漁業漁獲統計調査 附属施設管理担当 2009/4/1 3年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 漁獲物 平成21年度海面漁業漁獲統計調査 附属施設管理担当 2010/4/1 3年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 漁獲物 平成22年度海面漁業漁獲統計調査 附属施設管理担当 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 漁獲物 平成23年度海面漁業漁獲統計調査 附属施設管理担当 2012/4/1 3年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 謝金 平成18年度謝金支出伺 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 謝金 平成19年度謝金支出伺 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 謝金 平成20年度謝金支出伺 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 謝金 平成21年度謝金支出伺 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 謝金 平成22年度謝金支出伺 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 謝金 平成23年度謝金支出伺 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2001年度 附属施設管理 安全管理 平成13年度消防計画書 附属施設管理係 2002/4/1 10年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2002年度 附属施設管理 安全管理 平成14年度消防計画書 附属施設管理係 2003/4/1 10年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2003年度 附属施設管理 安全管理 平成15年度消防計画書 附属施設管理係 2004/4/1 10年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2004年度 附属施設管理 安全管理 平成16年度消防計画書 附属施設管理係 2005/4/1 10年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2005年度 附属施設管理 安全管理 平成17年度消防計画書 附属施設管理係 2006/4/1 10年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 安全管理 平成18年度消防計画書 附属施設管理担当 2007/4/1 10年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 安全管理 平成19年度消防計画書 附属施設管理担当 2008/4/1 10年 2017年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 安全管理 平成20年度消防計画書 附属施設管理担当 2009/4/1 10年 2018年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 安全管理 平成21年度消防計画書 附属施設管理担当 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 安全管理 平成22年度消防計画書 附属施設管理担当 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 安全管理 平成23年度消防計画書 附属施設管理担当 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 安全管理 平成18年度船舶検査書 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 安全管理 平成19年度船舶検査書 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 安全管理 平成20年度船舶検査書 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 安全管理 平成21年度船舶検査書 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 安全管理 平成22年度船舶検査書 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
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2011年度 附属施設管理 安全管理 平成23年度船舶検査書 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 船舶の運航 平成18年度練習船勢水丸の共同利用 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 船舶の運航 平成19年度練習船勢水丸の共同利用 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 船舶の運航 平成20年度練習船勢水丸の共同利用 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 船舶の運航 平成21年度練習船勢水丸の共同利用 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 船舶の運航 平成22年度練習船勢水丸の共同利用 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 船舶の運航 平成23年度練習船勢水丸の共同利用 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 船舶の運航 平成18年度練習船勢水丸航海報告 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 船舶の運航 平成19年度練習船勢水丸航海報告 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 船舶の運航 平成20年度練習船勢水丸航海報告 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 船舶の運航 平成21年度練習船勢水丸航海報告 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 船舶の運航 平成22年度練習船勢水丸航海報告 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 船舶の運航 平成23年度練習船勢水丸航海報告 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 船舶の運航 平成18年度練習船勢水丸航海実施願 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 船舶の運航 平成19年度練習船勢水丸航海実施願 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 船舶の運航 平成20年度練習船勢水丸航海実施願 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 船舶の運航 平成21年度練習船勢水丸航海実施願 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 船舶の運航 平成22年度練習船勢水丸航海実施願 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 船舶の運航 平成23年度練習船勢水丸航海実施願 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 船舶の運航 平成18年度練習船勢水丸航海計画 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 船舶の運航 平成19年度練習船勢水丸航海計画 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 船舶の運航 平成20年度練習船勢水丸航海計画 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 船舶の運航 平成21年度練習船勢水丸航海計画 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 船舶の運航 平成22年度練習船勢水丸航海計画 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 船舶の運航 平成23年度練習船勢水丸航海計画 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 船舶の運航 平成18年度練習船一般係船使用申請 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 船舶の運航 平成19年度練習船一般係船使用申請 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1988年度 附属施設管理 物品管理 物品管理簿（備品） 附属施設管理係 1989/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1988年度 附属施設管理 物品管理 物品供用簿（備品） 附属施設管理係 1989/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1988年度 附属施設管理 物品管理 物品出納簿（備品） 附属施設管理係 1989/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
1988年度 附属施設管理 物品管理 物品使用簿（備品） 附属施設管理係 1989/4/1 常用 － 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 その他統計等 平成18年度国内海洋調査計画 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 その他統計等 平成19年度国内海洋調査計画 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 その他統計等 平成18年度水質汚濁物質排出量総合調査 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 その他統計等 平成19年度水質汚濁物質排出量総合調査 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 その他統計等 平成18年度船員統計調査 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 その他統計等 平成19年度船員統計調査 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 その他統計等 平成20年度船員統計調査 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 その他統計等 平成21年度船員統計調査 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 その他統計等 平成22年度船員統計調査 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 その他統計等 平成23年度船員統計調査 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 その他統計等 平成18年度水産実験所使用願 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 その他統計等 平成19年度水産実験所使用願 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 その他統計等 平成20年度水産実験所使用願 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 その他統計等 平成21年度水産実験所使用願 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 その他統計等 平成22年度水産実験所使用願 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 その他統計等 平成23年度水産実験所使用願 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 その他統計等 平成18年度水産実験所業務日誌 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 その他統計等 平成19年度水産実験所業務日誌 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 その他統計等 平成20年度水産実験所業務日誌 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 その他統計等 平成21年度水産実験所業務日誌 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
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2010年度 附属施設管理 その他統計等 平成22年度水産実験所業務日誌 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 その他統計等 平成23年度水産実験所業務日誌 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2006年度 附属施設管理 練習船 平成18年度試験研究許可申請・練習船航海計画 附属施設管理担当 2007/4/1 5年 2011年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2007年度 附属施設管理 練習船 平成19年度試験研究許可申請・練習船航海計画 附属施設管理担当 2008/4/1 5年 2012年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2008年度 附属施設管理 練習船 平成20年度試験研究許可申請・練習船航海計画 附属施設管理担当 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2009年度 附属施設管理 練習船 平成21年度試験研究許可申請・練習船航海計画 附属施設管理担当 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2010年度 附属施設管理 練習船 平成22年度試験研究許可申請・練習船航海計画 附属施設管理担当 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 附属施設管理 練習船 平成23年度試験研究許可申請・練習船航海計画 附属施設管理担当 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 附属教育研究施設事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 学業優秀学生関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科設置計画関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 常用 － 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科設置計画関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 常用 － 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科設置計画関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 常用 － 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 会議 教授会議事概要21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 常用 － 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 会議 教授会議事概要22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 常用 － 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 会議 教授会議事概要23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 常用 － 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2008年度 総務 会議 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科設置準備委員会 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2009/4/1 30年 2038年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 科学研究費補助金関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 科学研究費補助金関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 科学研究費補助金関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 組み換えDNA実験関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 組み換えDNA実験関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 組み換えDNA実験関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 会議 運営戦略会議関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 会議 運営戦略会議関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 会議 運営戦略会議関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 非常勤講師関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 非常勤講師関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 非常勤講師関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 経理 賃金謝金関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 経理 賃金謝金関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 経理 賃金謝金関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 人事関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 人事関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 人事関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 給与関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 給与関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 給与関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学務 日本学生支援機構奨学学生関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 日本学生支援機構奨学学生関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 日本学生支援機構奨学学生関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 経理 債権関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 経理 債権関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 経理 債権関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 経理 基準給与簿20 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 7年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 経理 基準給与簿21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 7年 2017年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 経理 基準給与簿22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 7年 2018年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学務 入学料・授業料免除関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 入学料・授業料免除関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 入学料・授業料免除関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 教員の兼業関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 教員の兼業関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
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2011年度 総務 庶務 教員の兼業関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学務 履修申告成績評価関連21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 履修申告成績評価関連22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 履修申告成績評価関連23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 庶務 TA・RA関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 庶務 TA・RA関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 庶務 TA・RA関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学務 科目等履修生・研究生関係 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学務 博士課程奨励制度関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 博士課程奨励制度関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 博士課程奨励制度関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学務 休学・退学・復学免除籍関係 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 30年 2039年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 会議 入試実施委員会関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 会議 入試実施委員会関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 会議 入試実施委員会関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学務 インタ－ンシップ関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 インタ－ンシップ関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 インタ－ンシップ関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 経理 年末調整関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 経理 年末調整関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 経理 年末調整関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 環境ISO関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 環境ISO関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 環境ISO関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 職員の研修関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 職員の研修関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 教職員の健康診断関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 教職員の健康診断関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 教職員の健康診断関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 会議 全学教務委員会関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 会議 全学教務委員会関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 会議 全学教務委員会関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 会議 教務委員会21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 会議 教務委員会22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 会議 教務委員会23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学務 教務関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 教務関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 教務関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 経理 資産管理関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 10年 2019年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 経理 資産管理関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 経理 資産管理関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 出張関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 出張関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 毎月勤労統計調査21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 毎月勤労統計調査22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 経理 予算関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 経理 予算関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 経理 予算差引補助簿21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 経理 予算差引補助簿22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 経理 予算差引補助簿23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 外国人研究者関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
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2011年度 総務 庶務 外国人研究者関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 海外渡航届 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 3年 2013年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学務 入学志願票等21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学務 入学志願票等22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 入学志願票等23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 入学志願票等24 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2008年度 学務 学務 入学試験関係21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2009/4/1 5年 2013年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学務 入学試験関係22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 入学試験関係23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 入学試験関係24 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 学務 学務 学生名簿21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 学生名簿22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 学生名簿23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 学生名簿24 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2017年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 公印関係 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 会議 国際ワ－クショップ2009　21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 会議 国際ワ－クショップ2010　22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 会議 国際ワ－クショップ2011　23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 学位記授与台帳22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 学位記授与台帳23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 学務 学務 学位審査関係（博士前期課程）22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 30年 2040年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 学位審査関係（博士前期課程）23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 学務 学務 学位審査関係（博士後期課程）23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 30年 2041年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 調査関係書類21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 10年 2039年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 調査関係書類22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 10年 2020年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 調査関係書類23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 10年 2021年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 休暇簿21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 休暇簿22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 休暇簿23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2009年度 総務 庶務 出勤簿21 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2010/4/1 5年 2014年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2010年度 総務 庶務 出勤簿22 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2011/4/1 5年 2015年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
2011年度 総務 庶務 出勤簿23 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務室 2012/4/1 5年 2016年度末 紙 事務室 地域ｲﾉﾍﾞ-ｼｮﾝ学研究科事務長 廃棄
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