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文書分類

大分類 中分類 小分類

1973年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和48年度学報 地域連携推進室広報企画係 1974年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2024/03/31
1973年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和48年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1974年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2024/03/31
1974年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和49年度学報 地域連携推進室広報企画係 1975年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2025/03/31
1974年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和49年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1975年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2025/03/31
1975年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和50年度学報 地域連携推進室広報企画係 1976年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2026/03/31
1975年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和50年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1976年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2026/03/31
1976年度 （旧）総務課 会議 学内会議 昭和51年度評議会 総務課総務係 1977年4月1日 50年 2027年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1976年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和51年度学報 地域連携推進室広報企画係 1977年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2027/03/31
1976年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和51年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1977年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2027/03/31
1977年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和52年度学報 地域連携推進室広報企画係 1978年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2028/03/31
1977年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和52年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1978年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2028/03/31
1980年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和55年度学報 地域連携推進室広報企画係 1981年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2021/03/31
1980年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和55年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1981年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2021/03/31
1981年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和56年度学報 地域連携推進室広報企画係 1982年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2022/03/31
1981年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和56年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1982年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2022/03/31
1982年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和57年度学報 地域連携推進室広報企画係 1983年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2023/03/31
1982年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和57年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1983年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2023/03/31
1983年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和58年度学報 地域連携推進室広報企画係 1984年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2024/03/31
1983年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和58年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1984年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2024/03/31
1984年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和59年度学報 地域連携推進室広報企画係 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2025/03/31
1984年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和59年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2025/03/31
1985年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和60年度学報 地域連携推進室広報企画係 1986年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2026/03/31
1985年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和60年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1986年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2026/03/31
1986年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 昭和61年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 1987年4月1日 50年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1986年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 昭和61年度公印印影簿 総務課総務係 1987年4月1日 50年 2037年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1986年度 （旧）総務課 会議 学内会議 昭和61年度評議会 総務課総務係 1987年4月1日 50年 2037年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1986年度 （旧）総務課 文書 一般文書 昭和61年度文部省通知文書（総務係） 総務課総務係 1987年4月1日 50年 2037年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1986年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 昭和61年度規則の制定改廃等 総務課企画室 1987年4月1日 50年 2037年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1986年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 昭和61年度規程の制定改廃等 総務課企画室 1987年4月1日 50年 2037年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1986年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 昭和61年度例規 総務課企画室 1987年4月1日 50年 2037年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1986年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 昭和61年度例規 総務課企画室 1987年4月1日 50年 2037年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1986年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和61年度学報 地域連携推進室広報企画係 1987年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2027/03/31
1986年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和61年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1987年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2027/03/31
1987年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和62年度学報 地域連携推進室広報企画係 1988年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2028/03/31
1987年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 昭和62年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1988年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2028/03/31
1990年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成2年度学報 地域連携推進室広報企画係 1991年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2021/03/31
1990年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成2年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1991年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2021/03/31
1991年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成3年度学報 地域連携推進室広報企画係 1992年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2022/03/31
1991年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成3年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1992年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2022/03/31
1992年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成4年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1992年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成4年度公印印影簿 総務課総務係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1992年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成4年度評議会 総務課総務係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1992年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成4年度文部省通知文書（総務係） 総務課総務係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1992年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成4年度規則の制定改廃等 総務課企画室 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1992年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成4年度規程の制定改廃等 総務課企画室 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1992年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成4年度例規 総務課企画室 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1992年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成4年度例規 総務課企画室 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1992年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成4年度学報 地域連携推進室広報企画係 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2023/03/31
1992年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成4年度研究者総覧 地域連携推進室広報企画係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 -
1992年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成4年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2023/03/31
1993年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成5年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1993年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成5年度公印印影簿 総務課総務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1993年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成5年度評議会 総務課総務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1993年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成5年度文部省通知文書（総務係） 総務課総務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1993年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成5年度規則の制定改廃等 総務課企画室 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1993年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成5年度規程の制定改廃等 総務課企画室 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1993年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成5年度例規 総務課企画室 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1993年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成5年度例規 総務課企画室 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1993年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成5年度学報 地域連携推進室広報企画係 1994年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2024/03/31
1993年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成5年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1994年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2024/03/31
1994年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成6年度評議会 総務課総務係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1994年度 （旧）総務課 tyouse 一般文書 平成6年度文部省通知文書（総務係） 総務課総務係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1994年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成6年度規則の制定改廃等 総務課企画室 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1994年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成6年度規程の制定改廃等 総務課企画室 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1994年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成6年度例規 総務課企画室 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1994年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成6年度例規 総務課企画室 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1994年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成6年度学報 地域連携推進室広報企画係 1995年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2025/03/31
1994年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成6年度研究者総覧 地域連携推進室広報企画係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 -
1994年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成6年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1995年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2025/03/31
1995年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成7年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1995年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成7年度公印印影簿 総務課総務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1995年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成7年度評議会 総務課総務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1995年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成7年度文部省通知文書（総務係） 総務課総務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄

作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日
媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

1995年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成7年度規則の制定改廃等 総務課企画室 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1995年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成7年度規程の制定改廃等 総務課企画室 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1995年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成7年度例規 総務課企画室 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1995年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成7年度例規 総務課企画室 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1995年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成7年度学報 地域連携推進室広報企画係 1996年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2026/03/31
1995年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成7年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1996年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2026/03/31
1996年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成8年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1996年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成8年度公印印影簿 総務課総務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1996年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成8年度評議会 総務課総務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1996年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成8年度文部省通知文書（総務係） 総務課総務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1996年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成8年度規則の制定改廃等 総務課企画室 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1996年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成8年度規程の制定改廃等 総務課企画室 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1996年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成8年度例規 総務課企画室 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1996年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成8年度例規 総務課企画室 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1996年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成8年度学報 地域連携推進室広報企画係 1997年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2027/03/31
1996年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成8年度研究者総覧 地域連携推進室広報企画係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 -
1996年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成8年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1997年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2027/03/31
1997年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成9年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1997年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成9年度公印印影簿 総務課総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1997年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成9年度評議会 総務課総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1997年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成9年度文部省通知文書（総務係） 総務課総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1997年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成9年度規則の制定改廃等 総務課企画室 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1997年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成9年度規程の制定改廃等 総務課企画室 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1997年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成9年度例規 総務課企画室 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1997年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成9年度例規 総務課企画室 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1997年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成9年度学報 地域連携推進室広報企画係 1998年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2028/03/31
1997年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成9年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1998年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2028/03/31
1998年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成10年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1998年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成10年度公印印影簿 総務課総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1998年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成10年度評議会1/2 総務課総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1998年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成10年度評議会2/2 総務課総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1998年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成10年度文部省通知文書（総務係） 総務課総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1998年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成10年度規則の制定改廃等 総務課企画室 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1998年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成10年度規程の制定改廃等 総務課企画室 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1998年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成10年度例規 総務課企画室 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1998年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成10年度例規 総務課企画室 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1998年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成10年度学報 地域連携推進室広報企画係 1999年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2029/03/31
1998年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成10年度研究者総覧 地域連携推進室広報企画係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 -
1998年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成10年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 1999年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2029/03/31
1999年度 （旧）総務課 総括 行事 平成11年度記念式典関係（創立５０周年） 総務課総務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成11年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成11年度公印印影簿 総務課総務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成11年度評議会1/2 総務課総務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成11年度評議会2/2 総務課総務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成11年度文部省通知文書（総務係） 総務課総務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）総務課 電算 事務情報化推進関係 危機管理計画 庶務課事務情報係 2000年4月1日 無期限 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）総務課 電算 個人情報保護法関係 個人情報ファイル簿 庶務課事務情報係 2000年4月1日 常用 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成11年度規則の制定改廃等 総務課企画室 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成11年度規程の制定改廃等 総務課企画室 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成11年度例規 総務課企画室 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成11年度例規 総務課企画室 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1999年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成11年度学報 地域連携推進室広報企画係 2000年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2030/03/31
1999年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成11年度広報誌 地域連携推進室広報企画係 2000年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2030/03/31
1999年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成11年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 2000年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2030/03/31
2000年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成12年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2031/03/31
2000年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成12年度運営諮問会議 総務課総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2000年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成12年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2000年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成12年度公印印影簿 総務課総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2000年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成12年度評議会1/2 総務課総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2000年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成12年度評議会2/2 総務課総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2000年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成12年度文部省通知文書（総務係） 総務課総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2000年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成12年度規則の制定改廃等 総務課企画室 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2000年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成12年度規程の制定改廃等 総務課企画室 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2000年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成12年度例規 総務課企画室 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2000年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成12年度例規 総務課企画室 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2000年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成12年度広報誌 地域連携推進室広報企画係 2001年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2031/03/31
2000年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成12年度運営会議 総務課総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2001年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成13年度運営諮問会議 総務課総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2001年度 （旧）総務課 総括 選挙 平成13年度学長選挙関係 総務課総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2001年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成13年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2001年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成13年度公印印影簿 総務課総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2001年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成13年度評議会1/2 総務課総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2001年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成13年度評議会2/2 総務課総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2001年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成13年度文部科学省通知文書（総務係） 総務課総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2001年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成13年度規則の制定改廃等 総務課企画係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2001年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成13年度規程の制定改廃等 総務課企画係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2001年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成13年度例規 総務課企画係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2001年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成13年度例規 総務課企画係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2001年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成13年度研究者総覧 地域連携推進室広報企画係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 -
2001年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成13年度広報誌 地域連携推進室広報企画係 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2032/03/31
2001年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成13年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2032/03/31
2001年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成13年度運営会議 総務課総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2002年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成14年度運営諮問会議 総務課総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2002年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成14年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2002年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成14年度公印印影簿 総務課総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2002年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成14年度評議会1/2 総務課総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2002年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成14年度評議会2/2 総務課総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2002年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成14年度文部科学省通知文書（総務係） 総務課総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2002年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成14年度規則の制定改廃等 総務課企画係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2002年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成14年度規程の制定改廃等 総務課企画係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2002年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成14年度広報誌 地域連携推進室広報企画係 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2033/03/31
2002年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成14年度大分大学概要 地域連携推進室広報企画係 2003年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2033/03/31
2002年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成14年度運営会議 総務課総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 管理一般 総括 総括 国立大学法人大分大学設立引継書（平成16年３月２９日） 総務課総務係 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成15年度運営諮問会議 総務課総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）企画・評価課 文書 公印管守関係 平成15年度公印の作成・改刻・廃止 企画・評価課専門職員（情報開示） 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成15年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 文書 公印管守関係 平成15年度公印印影簿 総務課総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）企画・評価課 文書 公印管守関係 平成15年度公印印影簿 企画・評価課専門職員（情報開示） 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成15年度評議会 総務課総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成15年度評議会　統合後１／３ 総務課総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成15年度評議会　統合後２／３ 総務課総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成15年度評議会　統合後３／３ 総務課総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成15年度文部科学省通知文書（総務係） 総務課総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成15年度文部科学省通知文書（情報開示） 企画・評価課専門職員（情報開示） 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 法規 全学規則等 平成15年度規則の制定改廃等 総務課企画係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成15年度規則の制定改廃等 総務課企画係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）企画・評価課 法規 全学規則等 平成15年度規則の制定改廃等 企画・評価課法規係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 法規 部局規程等 平成15年度規程の制定改廃等 総務課企画係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成15年度規程の制定改廃等 総務課企画係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）企画・評価課 法規 部局規程等 平成15年度規程の制定改廃等 企画・評価課法規係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成15年度文部科学省通知文書（法規） 企画・評価課法規係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 総務課事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2003年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成15年度広報誌 地域連携推進室広報係 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2034/03/31
2003年度 （旧）地域連携推進課 広報 広報誌 平成15年度大分大学概要 地域連携推進室広報係 2004年4月1日 無期限 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2034/03/31
2003年度 （旧）総務課 会議 学内会議 平成15年度運営会議 総務課総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 管理一般 会議 全学会議 平成16年度学長選考会議 総務課総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 管理一般 総括 総括 国立大学法人登記申請書（平成16年４月８日届出） 総務課総務係 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 管理一般 総括 運営 業務方法書 総務課総務係 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 管理一般 総括 総括 国立大学法人大分大学登記簿謄本・印鑑証明 総務課総務係 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 管理一般 総括 総括 大分大学学章商標登録（平成16年度） 総務企画課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄 1冊にまとめた
2004年度 会議 平成16年度教育研究評議会 総務課総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 会議 平成16年度経営協議会 総務課総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 文書 平成16年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 文書 平成16年度公印印影簿 総務課総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 文書 平成16年度公印印影簿 企画・評価課企画係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 文書 平成16年度文部科学省通知文書（総務係） 総務課総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 法規 平成16年度内部規則① 企画・評価課法規係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 法規 平成16年度内部規則② 企画・評価課法規係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 法規 平成16年度内部規則③ 企画・評価課法規係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 法規 平成16年度部局内部規則① 企画・評価課法規係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 法規 平成16年度部局内部規則② 企画・評価課法規係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 広報 平成16年度広報誌 地域連携推進課広報係 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2035/03/31
2004年度 広報 平成16年度大分大学概要 地域連携推進課広報係 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2035/03/31
2004年度 会議 平成16年度運営会議 総務課総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2004年度 会議 平成16年度役員会 総務課総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 管理一般 会議 全学会議 平成17年度学長選考会議 総務課総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 会議 平成17年度教育研究評議会　１／２ 総務課総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 会議 平成17年度教育研究評議会２／２ 総務課総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 会議 平成17年度経営協議会 総務課総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 文書 平成17年度公印の作成・改刻・廃止 企画・評価課企画係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 文書 平成17年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 文書 平成17年度公印印影簿 総務課総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 文書 平成17年度公印印影簿 企画・評価課企画係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 文書 平成17年度文部科学省通知文書（総務係） 総務課総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 法規 平成17年度内部規則① 総務課法規・情報開示係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 法規 平成17年度内部規則② 総務課法規・情報開示係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
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2005年度 法規 平成17年度内部規則③ 総務課法規・情報開示係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 法規 平成17年度内部規則④ 総務課法規・情報開示係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 法規 平成17年度内部規則⑤ 総務課法規・情報開示係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 法規 平成17年度内部規則⑥ 総務課法規・情報開示係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 法規 平成17年度部局内部規則 総務課法規・情報開示係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 文書 平成17年度文部科学省通知文書 総務課法規・情報開示係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 広報 平成17年度広報誌 地域連携推進課広報係 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2036/03/31
2005年度 広報 平成17年度大分大学概要 地域連携推進課広報係 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2036/03/31
2005年度 会議 平成17年度運営会議 総務課総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 会議 平成17年度役員会１／２ 総務課総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2005年度 会議 平成17年度役員会２／２ 総務課総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 文書 平成18年度文部科学省通知文書（総務係） 総務企画課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 法規 平成18年度内部規則① 総務企画課法規・情報開示係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 法規 平成18年度内部規則② 総務企画課法規・情報開示係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 法規 平成18年度内部規則③ 総務企画課法規・情報開示係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 法規 平成18年度内部規則④ 総務企画課法規・情報開示係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 法規 平成18年度部局内部規則① 総務企画課法規・情報開示係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 法規 平成18年度部局内部規則②，平成19年度① 総務企画課法規・情報開示係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 文書 平成18年度文部科学省通知文書 総務企画課法規・情報開示係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 会議 平成18年度運営会議 総務企画課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 会議 平成18年度教育研究評議会１／２ 総務企画課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 会議 平成18年度教育研究評議会２／２ 総務企画課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 会議 平成18年度経営協議会１／２ 総務企画課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 会議 平成18年度経営協議会２／２ 総務企画課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 文書 平成18年度公印の作成・改刻・廃止 総務企画課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 文書 平成18年度公印印影簿 総務企画課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 管理 平成18年度危機事象発生報告書・危機事象対応報告書 総務課副課長 2007年4月1日 15年 2022年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 広報 平成18年度広報誌 地域連携推進課 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2037/03/31
2006年度 広報 平成18年度大分大学概要 地域連携推進課 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2037/03/31
2006年度 会議 平成18年度役員会１／２ 総務企画課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2006年度 会議 平成18年度役員会２／２ 総務企画課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 文書 平成19年度文部科学省通知文書 総務企画課企画・法規グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 管理一般 総括 総括 大分大学学章商標登録（平成19年度～平成24年度） 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 管理一般 総括 総括 大分大学学章商標登録（平成19年度～平成24年度） 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄 1冊にまとめた
2007年度 管理一般 法規 内部規則 平成19年度～平成23年度　関係規程の改正等（学内共同教育研究施設等） 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 管理一般 法規 内部規則 平成19年度学内共同教育研究施設等管理委員会内部規則 総務課総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 管理一般 法規 内部規則 平成21年度学内共同教育研究施設等管理委員会内部規則 総務課総務係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 法規 平成19年度内部規則① 総務企画課企画・法規グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 法規 平成19年度内部規則② 総務企画課企画・法規グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 法規 平成19年度部局内部規則② 総務企画課企画・法規グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 広報 平成19年度広報誌 研究・社会連携課 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2038/03/31
2007年度 広報 平成19年度大分大学概要 研究・社会連携課 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2038/03/31
2007年度 会議 平成19年度教育研究評議会 総務企画課総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 会議 平成19年度経営協議会① 総務企画課総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 文書 平成19年度公印の作成・改刻・廃止 総務企画課総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 文書 平成19年度公印印影簿 総務企画課総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 会議 平成19年度運営会議 総務企画課総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2007年度 会議 平成19年度役員会① 総務企画課総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 管理一般 会議 全学会議 平成20年度学長選考会議 総務課総務係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 文書 平成20年度文部科学省通知文書 総務企画課総務・法規グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 危機管理規程・危機管理基本マニュアル（平成20年度） 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 法規 平成20年度内部規則① 総務企画課総務・法規グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 法規 平成20年度内部規則② 総務企画課総務・法規グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 法規 平成20年度部局内部規則① 総務企画課総務・法規グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 管理一般 法規 内部規則 内部規則の再構築事業（平成20年度実施）研究・社会連携部・財務部・学生支援 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 管理一般 法規 内部規則 内部規則の再構築事業（平成20年度実施）医学・病院事務部・教育福祉科学部・ 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 管理一般 法規 手引き・マニュアル等 平成20年度重要通知・手引・マニュアル等 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 広報 平成20年度広報誌 研究・社会連携課 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2039/03/31
2008年度 広報 平成20年度大分大学概要 研究・社会連携課 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2039/03/31
2008年度 会議 平成20年度教育研究評議会 総務企画課総務・法規グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 文書 平成20年度文部科学省（通知） 総務企画課総務・法規グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 会議 平成20年度経営協議会 総務企画課総務・法規グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 管理一般 法規 内部規則 内部規則の再構築事業（平成20年度実施）人事課・総務企画課・監査室 総務企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 会議 平成20年度運営会議 総務企画課総務・法規グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2008年度 会議 平成20年度役員会 総務企画課秘書室 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2009年度 管理一般 会議 全学会議 平成21年度学長選考会議 総務課総務係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2009年度 文書 平成21年度文部科学省通知文書 総務企画課総務・法規グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2009年度 会議 平成21年度教育研究評議会 総務企画課総務・法規グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2009年度 文書 平成21年度文部科学省（通知） 総務企画課総務・法規グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2009年度 会議 平成21年度経営協議会１／２ 総務企画課総務・法規グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2009年度 会議 平成21年度経営協議会２／２ 総務企画課総務・法規グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2009年度 法規 平成21年度内部規則① 総務企画課総務・法規グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2009年度 法規 平成21年度内部規則② 総務企画課総務・法規グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
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2009年度 法規 平成21年度部局内部規則① 総務企画課総務・法規グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2009年度 管理一般 法規 手引き・マニュアル等 平成21年度重要通知・手引・マニュアル等 総務企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2009年度 広報 平成21年度広報誌 研究・社会連携課 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2040/03/31
2009年度 広報 平成21年度大分大学概要 研究・社会連携課 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2040/03/31
2009年度 会議 平成21年度運営会議 総務企画課総務・法規グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2009年度 会議 平成21年度役員会 総務企画課秘書室 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2010年度 文書 平成22年度文部科学省通知文書 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2010年度 会議 平成22年度教育研究評議会 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2010年度 文書 平成22年度文部科学省（通知） 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2010年度 会議 平成22年度経営協議会 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2010年度 管理一般 会議 全学会議 平成22～23年度学長選考会議 総務企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2010年度 法規 平成22年度内部規則① 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2010年度 法規 平成22年度部局内部規則 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2010年度 管理一般 法規 手引き・マニュアル等 平成22年度重要通知・手引・マニュアル等 総務企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2010年度 文書 大分大学パフォーマンスレポート2010 総務企画課長 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2041/03/31
2010年度 広報 平成22年度広報誌 総務企画課長 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2041/03/31
2010年度 広報 平成22年度大分大学概要 総務企画課長 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2041/03/31
2010年度 会議 平成22年度運営会議 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2010年度 会議 平成22年度役員会 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 総括 通知 平成23年度文部科学省通知文書 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 総括 通知 平成23年度文部科学省（通知） 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 全学会議 平成23年度教育研究評議会 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 全学会議 平成23年度経営協議会1/2 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 全学会議 平成23年度経営協議会2/2 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 全学会議 危機管理委員会　平成23年度 総務企画課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成23年度東日本大震災関係 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成23年度危機事象発生報告書・危機事象対応報告書 総務企画課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 法規 内部規則 内部規則平成23年度① 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 法規 内部規則 内部規則平成23年度② 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 法規 内部規則 部局内部規則平成23年度 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 法規 手引き・マニュアル等 平成23年度重要通知・手引・マニュアル等 総務企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 広報 刊行物 平成23年度広報誌 総務企画課長 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2042/03/31
2011年度 管理一般 広報 刊行物 平成23年度大分大学概要 総務企画課長 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2042/03/31
2011年度 管理一般 会議 全学会議 平成23年度運営会議 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 全学会議 平成23年度役員会 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度学長選考会議 総務課総務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 総括 行事・儀式 平成24年度学位記授与式，秋季入学式，卒業式，平成25年度入学式 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 総括 照会・回答 平成24年度文部科学省（調査・報告） 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 総括 通知 平成24年度文部科学省（通知） 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度経営協議会 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度教育研究評議会 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度総務企画部門会議 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 運営 統括 事務組織見直し検討ワーキング 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度学内共同教育研究施設等管理委員会 企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度危機管理委員会 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成24年度危機事象発生報告書・危機事象対応報告書 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 文書 情報公開 平成24年度情報公開・個人情報保護関係 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 文書 情報公開 法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求）平成24年度① 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 文書 情報公開 法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求）平成24年度② 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 総括 通知 平成24年度文部科学省通知文書（法規関係） 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 法規 内部規則 内部規則平成24年度① 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 法規 内部規則 内部規則平成24年度② 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 法規 内部規則 部局内部規則平成24年度 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 法規 手引き・マニュアル等 平成24年度重要通知・手引・マニュアル等 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 危機管理 公益通報 平成24年度公益通報関係 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 平成24年度広報推進部門会議（広報委員会） 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2012年度 管理一般 広報 刊行物 平成24年度広報誌 総務企画課 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2043/03/31
2012年度 管理一般 広報 刊行物 平成24年度大分大学概要 総務企画課 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2043/03/31
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度運営会議 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度役員会 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度学内共同研究施設等管理員会 総務課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度学長選考会議 総務課総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 総括 行事・儀式 平成25年度学位記授与式，秋季入学式，卒業式，入学式（平成26年度） 総務課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 総括 照会・回答 平成25年度文部科学省（調査・報告） 総務課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度経営協議会① 総務課総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度経営協議会② 総務課総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度教育研究評議会① 総務課総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度教育研究評議会② 総務課総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 総括 行事・儀式 統合10周年記念事業 総務課総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 学内会議 平成25年度旦野原キャンパスネームプレート着用検討ＷＧ 総務課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度危機管理委員会 総務課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成25年度危機事象発生報告書・危機事象対応報告書 総務課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 環境 防災 平成25年度防災訓練関係 総務課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
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国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2013年度 管理一般 総括 通知 平成25年度文部科学省（通知）（法規関係含む） 総務課総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 平成25年度法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求） 総務課広報係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 平成25年度情報公開・個人情報保護委員会 総務課広報係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成24年（ワ）第214号 総務企画課 2014年4月1日 訴訟終結後10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成24年（ワ）第214号手続き関係 総務企画課 2014年4月1日 訴訟終結後10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 法規 内部規則 平成25年度内部規則 総務課総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 法規 内部規則 平成25年度部局内部規則 総務課総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度弁護士との契約関係 総務課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 平成25年度広報委員会 総務課広報係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2013年度 管理一般 広報 刊行物 平成25年度広報誌 総務課広報係 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2044/03/31
2013年度 管理一般 広報 刊行物 平成25年度大分大学概要 総務課広報係 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2044/03/31
2013年度 管理一般 広報 刊行物 平成25年度パフォーマンスレポート 総務課広報係 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2044/03/31
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度運営会議 総務課秘書係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度役員会 総務課秘書係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度学内共同研究施設等管理員会 総務課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 総括 行事・儀式 平成26年度学位記授与式，秋季入学式，卒業式，入学式（平成27年度） 総務課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 総括 照会・回答 平成26年度文部科学省（調査・報告） 総務課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度経営協議会① 総務課総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度経営協議会② 総務課総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度教育研究評議会① 総務課総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度教育研究評議会② 総務課総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 学内会議 平成26年度旦野原キャンパスネームプレート着用検討ＷＧ 総務課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度学長選考会議 総務課総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 学外会議 これからの在り方検討懇談会 総務課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度総務部門会議 総務課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 総括 通知 平成26年度文部科学省通知 総務課総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成26年度危機情報管理連絡票 総務課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 平成26年度法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求）① 総務課広報係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 平成26年度法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求）② 総務課広報係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 平成26年度情報公開・個人情報保護委員会 総務課広報係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 総括 通知 平成26年度文部科学省通知（法令改正） 総務課総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 法規 内部規則 平成26年度内部規則① 総務課総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 法規 内部規則 平成26年度内部規則② 総務課総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 法規 内部規則 平成26年度部局内部規則 総務課総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成26年（ネ）第47号（平成26年7月８日判決） 総務課総務係 2015年4月1日 訴訟終結後10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成26年（ネ）第762号（福岡高裁）（平成27年１月30日判決） 総務課総務係 2015年4月1日 訴訟終結後10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 法規 手引・マニュアル等 平成26年度重要通知・手引・マニュアル等 総務課総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 法規 手引・マニュアル等 平成25年度重要通知・手引・マニュアル等 総務課総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 平成26年度広報委員会 総務課広報係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2014年度 管理一般 広報 刊行物 平成26年度広報誌 総務課広報係 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2045/03/31
2014年度 管理一般 広報 刊行物 平成26年度大分大学概要 総務課広報係 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2045/03/31
2014年度 管理一般 広報 刊行物 平成26年度パフォーマンスレポート 総務課広報係 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2045/03/31
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度運営会議 総務課秘書係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度役員会 総務課秘書係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度役員懇談会 総務課秘書係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 総括 行事・儀式 平成27年度学位記授与式，秋季入学式，卒業式，入学式（平成28年度） 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 総括 照会・回答 平成27年度文部科学省（調査・報告） 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度経営協議会① 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度経営協議会② 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度教育研究評議会① 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度教育研究評議会② 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度学長選考会議 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度総務部門会議 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 総括 通知 平成27年度文部科学省通知 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 総括 公印 平成27年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 総括 障害者差別解消法対応 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度学内共同研究施設等管理員会 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度九州地区国立大学間の連携事業に係る企画委員会 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成27年度危機情報管理連絡票 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 平成27年度法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求） 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 平成27年度情報公開・個人情報保護委員会 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 平成27年度情報公開・個人情報保護 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 個人情報保護 個人情報の保護に関する実態調査 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 平成27年度情報公開・個人情報保護委員会 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 総括 通知 平成27年度文部科学省通知（法令改正） 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 法規 内部規則 平成27年度内部規則① 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 法規 内部規則 平成27年度内部規則② 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 法規 内部規則 平成27年度部局内部規則 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 法規 手引・マニュアル等 平成27年度重要通知・手引・マニュアル等 総務課総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成27年（ワ）第20603号（東京地裁）（平成28年１月18日判決） 総務課総務係 2016年4月1日 訴訟終結後10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 特定個人情報保護法対応 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度コンプライアンス推進部門会議 総務課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 平成27年度広報委員会 総務課広報係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
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国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2015年度 管理一般 広報 報道 平成27年度記者会見 総務課広報係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2021/03/31
2015年度 管理一般 広報 報道 平成27年度記録写真 総務課広報係 2016年4月1日 無期限 電子 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2021/03/31
2015年度 管理一般 広報 刊行物 平成27年度広報誌 総務課広報係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2046/03/31
2015年度 管理一般 広報 刊行物 平成27年度大分大学概要 総務課広報係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2046/03/31
2015年度 管理一般 広報 刊行物 平成27年度パフォーマンスレポート 総務課広報係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2046/03/31
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度運営会議 総務課秘書係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度役員会 総務課秘書係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 総括 行事・儀式 平成28年度学位記授与式，秋季入学式，卒業式，入学式（平成29年度） 総務課総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 総括 照会・回答 平成28年度文部科学省（調査・報告） 総務課総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度経営協議会① 総務課総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度経営協議会② 総務課総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度教育研究評議会① 総務課総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度教育研究評議会② 総務課総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度学長選考会議 総務課総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度総務部門会議 総務課総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 総括 通知 平成28年度文部科学省（通知） 総務課総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 総括 公印 平成28年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度学内共同研究施設等管理員会 総務課総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度九州地区国立大学間の連携事業に係る企画委員会 総務課総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 運営 総括 平成28年度学部長等の選考 総務課総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 学外会議 経済学部　調査・検討委員会① 総務課総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 学外会議 経済学部　調査・検討委員会② 総務課総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成28年度危機情報管理連絡票 総務課副課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度事務連絡協議会 総務課副課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 運営 総括 三井住友海上火災保険（株）における打合せ関係綴 総務課総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 文書 文書管理 監事に回付する文書について 総務課副課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成28年度総務部総務課年度計画・アクションプラン関係 総務課副課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2022/3/31
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度「平成28年熊本地震」対策室会議議事概要 副課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2022/3/31
2016年度 管理一般 環境 防災 平成28年度事業継続計画（BCP）の策定関係 副課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2022/3/31
2016年度 管理一般 環境 防災 平成28年度防災訓練関係 副課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2022/3/31
2016年度 管理一般 環境 防災 平成28年度防災備蓄品関係 副課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2022/3/31
2016年度 管理一般 環境 防災 平成28年度大分市との「災害に係る協力体制に関する協定書関係 副課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2022/3/31
2016年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 平成28年度法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求）① 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 平成28年度法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求）② 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 平成28年度情報公開・個人情報・特定個人情報文書 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 総括 通知 平成28年度文部科学省通知（法令改正） 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 法規 内部規則 平成28年度内部規則① 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 法規 内部規則 平成28年度内部規則② 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 法規 内部規則 平成28年度部局内部規則 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度コンプライアンス推進部門会議 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 法規 内部規則 平成28年度重要通知・手引・マニュアル等 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成28年（ノ）第46号（大分地裁） 総務課 2017年4月1日 訴訟終結後10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 平成28年度広報委員会 総務課広報係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2016年度 管理一般 広報 報道 平成28年度記者会見 総務課広報係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2022/03/31
2016年度 管理一般 広報 報道 平成28年度記録写真 総務課広報係 2017年4月1日 無期限 電子 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2022/03/31
2016年度 管理一般 広報 刊行物 平成28年度広報誌 総務課広報係 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2047/03/31
2016年度 管理一般 広報 刊行物 平成28年度大分大学概要 総務課広報係 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2047/03/31
2016年度 管理一般 広報 刊行物 平成28年度パフォーマンスレポート 総務課広報係 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2047/03/31
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度運営会議 総務課秘書係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 学外会議 平成28年度国大協関係① 総務課総務係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 学外会議 平成28年度国大協関係② 総務課総務係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度役員会 総務課総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度役員懇談会 総務課総務係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 管理一般 文書 平成28年度秘書係雑件 総務課総務係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28年度旅行命令簿 総務課秘書係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度総務文書 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 行事・儀式 平成29年度学位記授与式，秋季入学式，卒業式，入学式（平成29年度） 総務課総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度文部科学省（調査・報告） 総務課総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度調査・報告 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度調査・報告② 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度経営協議会① 総務課総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度経営協議会② 総務課総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度教育研究評議会① 総務課総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度教育研究評議会② 総務課総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金関係 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度旅行命令簿（役員等を除く） 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 郵便 平成29年度特殊文書受付簿 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 郵便 平成29年度郵便料金表示額記録簿 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 郵便 平成29年度郵便料金計器計示額報告書 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 郵便 平成29年度郵便切手受払簿 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度休暇簿 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度時間外勤務命令簿 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
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2017年度 管理一般 危機管理 総括 平成29年度防犯カメラ保守 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度物品管理 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 公印 平成29年度公印使用簿 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 運営 総括 平成29年度予算関係 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度学長選考会議 総務課総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度総務部門会議 総務課総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 通知 平成29年度文部科学省（通知） 総務課総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 公印 平成29年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度学内共同教育研究施設等管理員会 総務課総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 運営 総括 平成29年度学部長等の選考 総務課総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度クリッピングサービス 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度無煙環境推進会議 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 学章・学旗 学章関係 総務課総務係 2004年4月1日 常用 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 学章・学旗 大分大学学章商標登録 総務課総務係 2008年4月1日 常用 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 学外会議 平成29年度有識者懇談会 総務課総務係 2018年4月1日 常用 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度監査関係 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成29年度危機情報管理連絡票 総務課副課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度事務連絡協議会 総務課副課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成29年度総務部総務課年度計画・アクションプラン・実績報告書関係 総務課副課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 環境 防災 平成29年度事業継続計画（BCP）の策定関係 総務課副課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 環境 防災 平成29年度防災訓練関係 総務課副課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 環境 防災 平成29年度防災備蓄品関係 総務課副課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 環境 防災 平成29年度大分市との「災害に係る協力体制に関する協定書」関係 総務課副課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度災害対策企画室関係 総務課副課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度危機管理委員会 総務課副課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成29年度危機管理基本マニュアル等の見直し関係 総務課副課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度豊梅会関係 総務課副課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 情報公開 平成29年度法人文書開示請求関係 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 個人情報保護 平成29年度個人情報保護法施行状況調査 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 情報公開 平成29年度情報公開法施行状況調査 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 平成29年度情報公開・個人情報・特定個人情報文書 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 通知 平成29年度文部科学省通知（法令改正） 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 法規 内部規則 平成29年度内部規則 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 法規 内部規則 平成29年度部局内部規則 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 法規 内部規則 平成29年度事前相談① 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 法規 内部規則 平成29年度事前相談② 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 法規 内部規則 平成29年度事前相談③ 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 運営 総括 平成29年度法務 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度法人文書管理 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 法規 内部規則 平成29年度重要通知・手引・マニュアル等 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 個人情報保護 平成29年施行個人情報保護法改正対応 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 危機管理 公益通報 平成29年度公益通報関係 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 平成29年度広報委員会 総務課広報係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2017年度 管理一般 広報 報道 平成29年度記者会見 総務課広報係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2023/03/31
2017年度 管理一般 広報 報道 平成29年度記録写真 総務課広報係 2018年4月1日 無期限 電子 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2023/03/31
2017年度 管理一般 広報 刊行物 平成29年度広報誌 総務課広報係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2048/03/31
2017年度 管理一般 広報 刊行物 平成29年度大分大学概要 総務課広報係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2048/03/31
2017年度 管理一般 広報 刊行物 平成29年度パフォーマンスレポート 総務課広報係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2048/03/31
2017年度 管理一般 総括 共催・後援，学章・学旗 平成29年度大学名義使用関係 総務課広報係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2017年度 管理一般 広報 総括 平成29年度予算関係 総務課広報係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2017年度 管理一般 会議 学外会議 平成29年度国大協関係① 総務課秘書係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 学外会議 平成29年度国大協関係② 総務課秘書係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 学外会議 平成29年度国大協関係③ 総務課秘書係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度役員会 総務課総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度役員懇談会① 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度役員懇談会② 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度役員会 総務課総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度役員懇談会① 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度役員懇談会② 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度運営会議 総務課秘書係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度旅行命令簿 総務課秘書係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年安否確認システム 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2017年度 管理一般 環境 防災 平成29年度安否確認システム（ANPIC） 総務課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成30年度危機情報管理連絡票 総務課副課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度事務連絡協議会 総務課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成30年度総務部総務課年度計画・アクションプラン・実績報告書関係 総務課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 環境 防災 平成30年度事業継続計画（BCP）の策定関係 総務課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 環境 防災 平成30年度防災訓練関係 総務課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 環境 防災 平成30年度防災備蓄品関係 総務課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 環境 防災 平成30年度大分市との「災害に係る協力体制に関する協定書」関係 総務課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度災害対策企画室関係 総務課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度危機管理委員会 総務課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成30年度危機管理基本マニュアル等の見直し関係 総務課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度豊梅会関係 総務課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成30年度安否確認システム 総務課副課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2022/3/31
2018年度 管理一般 文書 情報公開 平成30年度法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求） 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 個人情報保護 平成30年度個人情報保護法施行状況調査 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 情報公開 平成30年度情報公開法施行状況調査 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 平成30年度情報公開・個人情報・特定個人情報文書 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 通知 平成30年度文部科学省通知（法令改正） 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 内部規則 平成30年度内部規則 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 内部規則 平成30年度部局内部規則 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 内部規則 平成30年度事前相談① 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 内部規則 平成30年度事前相談② 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 内部規則 平成30年度事前相談③ 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 運営 総括 平成30年度法務 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度法人文書管理 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 内部規則 平成30年度重要通知・手引・マニュアル等 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 危機管理 公益通報 平成30年度公益通報関係 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 平成30年度広報委員会 総務課広報係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2018年度 管理一般 広報 報道 平成30年度記者会見 総務課広報係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2024/03/31
2018年度 管理一般 広報 報道 平成30年度記録写真 総務課広報係 2019年4月1日 無期限 電子 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2024/03/31
2018年度 管理一般 広報 刊行物 平成30年度広報誌 総務課広報係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2049/03/31
2018年度 管理一般 広報 刊行物 平成30年度大分大学概要 総務課広報係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2049/03/31
2018年度 管理一般 広報 刊行物 平成30年度パフォーマンスレポート 総務課広報係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2049/03/31
2018年度 管理一般 総括 共催・後援，学章・学旗 平成30年度大学名義使用関係 総務課広報係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2018年度 管理一般 広報 総括 平成30年度一般文書① 総務課広報係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2018年度 管理一般 広報 総括 平成30年度一般文書② 総務課広報係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2018年度 管理一般 会議 学外会議 平成30年度国大協関係1/2 総務課秘書係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 学外会議 平成30年度国大協関係2/2 総務課秘書係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度役員会 総務課秘書係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度役員懇談会1/2 総務課秘書係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度役員懇談会2/2 総務課秘書係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度運営会議 総務課秘書係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度旅行命令簿 総務課秘書係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度総務文書 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 行事・儀式 平成30年度学位記授与式，秋季入学式，卒業式，入学式（平成31年度） 総務課総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度文部科学省（調査・報告） 総務課総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度調査・報告 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度調査・報告② 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度経営協議会① 総務課総務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度経営協議会② 総務課総務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度教育研究評議会① 総務課総務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度教育研究評議会② 総務課総務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金関係 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度旅行命令簿（役員等を除く） 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 郵便 平成30年度特殊文書受付簿 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 郵便 平成30年度郵便料金表示額記録簿 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 郵便 平成30年度郵便料金計器計示額報告書 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 郵便 平成30年度郵便切手受払簿 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度出勤簿 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度休暇簿 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度時間外勤務命令簿 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 危機管理 総括 平成30年度防犯カメラ保守 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度物品管理 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 公印 平成30年度公印使用簿 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 運営 総括 平成30年度予算関係 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度学長選考会議 総務課総務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 通知 平成30年度文部科学省（通知） 総務課総務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 公印 平成30年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度学内共同教育研究施設等管理員会 総務課総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 運営 総括 平成30年度学部長等の選考 総務課総務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度クリッピングサービス 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度無煙環境推進会議 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 学外会議 平成30年度有識者懇談会 総務課総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度監査関係 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 行事・様式 創立70周年記念事業 総務課総務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年安否確認システム 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2018年度 管理一般 環境 防災 平成30年度安否確認システム（ANPIC） 総務課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括　 総括 平成31年度自動車入構証 総務課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和元年度危機情報管理連絡票 総務課副課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度事務連絡協議会 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和元年度総務部総務課年度計画・アクションプラン・実績報告書関係 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 環境 防災 令和元年度事業継続計画（BCP）の策定関係 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 環境 防災 令和元年度防災訓練関係 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 環境 防災 令和元年度防災備蓄品関係 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
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2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度災害対策企画室会議 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年度豊梅会関係 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 情報公開 令和元年度(2019年度)法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求） 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 個人情報保護 令和元年度(2019年度)個人情報保護法施行状況調査 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 情報公開 令和元年度(2019年度)情報公開法施行状況調査 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 令和元年度(2019年度)情報公開・個人情報・特定個人情報文書 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 通知 令和元年度(2019年度)文部科学省通知（法改正） 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 令和元年度(2019年度)内部規則 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 令和元年度(2019年度)内部規則② 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 令和元年度(2019年度)部局内部規則 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 令和元年度(2019年度)事前相談① 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 令和元年度(2019年度)事前相談② 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 令和元年度(2019年度)事前相談③ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 令和元年度(2019年度)事前相談④ 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 運営 総括 令和元年度(2019年度)法務 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度(2019年度)法人文書管理 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 令和元年度(2019年度)重要通知・手引・マニュアル等 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 危機管理 公益通報 令和元年度(2019年度)公益通報 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 危機管理 公益通報 令和元年度(2019年度)コンプライアンス研修 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和元年度（2019年度）人権救済申立て（令和元年第１８号人権救済申立事件） 総務課 2022年度4月1日 事件終結後10年 2032年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 令和元年度広報委員会 総務課広報係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 -
2019年度 管理一般 広報 報道 令和元年度記者会見 総務課広報係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2025/03/31
2019年度 管理一般 広報 報道 令和元年度記録写真 総務課広報係 2020年4月1日 無期限 電子 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2025/03/31
2019年度 管理一般 広報 刊行物 令和元年度広報誌 総務課広報係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2050/03/31
2019年度 管理一般 広報 刊行物 令和元年度大分大学概要 総務課広報係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2050/03/31
2019年度 管理一般 広報 刊行物 令和元年度パフォーマンスレポート 総務課広報係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 - 当初の保存期間満了日：2050/03/31
2019年度 管理一般 総括 共催・後援，学章・学旗 令和元年度大学名義使用関係 総務課広報係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 広報 総括 令和元年度一般文書① 総務課広報係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 広報 総括 令和元年度一般文書② 総務課広報係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 広報 総括 令和元年度一般文書③ 総務課広報係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 2019年度役員会 総務課秘書係 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 2019年度役員懇談会① 総務課秘書係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 2019年度役員懇談会② 総務課秘書係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 学外会議 2019年度国大協関係① 総務課秘書係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 学外会議 2019年度国大協関係② 総務課秘書係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 2019年度学部長等連絡調整会議（学長と学部長等とのミーティング） 総務課秘書係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 令和元年度旅行命令簿 総務課秘書係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 運営 総括 平成31年度予算関係 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 運営 総括 令和元年度学部長等の選考 総務課総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 平成31年度経営協議会① 総務課総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度経営協議会② 総務課総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度教育研究評議会① 総務課総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度教育研究評議会② 総務課総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 平成31年度学長選考会議 総務課総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度学内共同教育研究施設等管理員会 総務課総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 平成31年度無煙環境推進会議 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 学外会議 令和元年度経済学部長の指名と国立大学法人大分大学のガバナンスに関する 総務課総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度監査関係 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 危機管理 総括 令和元年度防犯カメラ保守 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度クリッピングサービス 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度謝金関係 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成31年度物品管理 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 学章・学旗 学章関係➁ 総務課総務係 2020年4月1日 常用 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 平成31年度総務文書 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 行事・儀式 平成31年度学位記授与式，秋季入学式，卒業式，入学式（令和2年度） 総務課総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度文部科学省（調査・報告） 総務課総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度調査・報告① 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度調査・報告② 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 平成31年度旅行命令簿（役員等を除く） 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 2019年度特殊文書受付簿 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 2019年度郵便料金表示額記録簿 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 2019年度郵便料金計器計示額報告書 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 2019年度郵便切手受払簿 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 公印 平成31年度公印使用簿 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 通知 平成31年度文部科学省（通知） 総務課総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 公印 平成31年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 統括 令和元年度～令和2年度　危機対策本部会議（新型コロナウイルス対策）関係 総務課総務係 2020年4月1日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度出勤簿 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度休暇簿 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度時間外勤務命令簿 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 危機管理 文書管理 平成31年安否確認システム 総務課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度国立大学法人大分大学の将来構想検討会（顧問関係含む。） 総務課総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括　 総括 令和2年度自動車入構証 総務課総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2020年度 管理一般 会議 総括 令和2年度　実施伺い 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和2年度危機情報管理連絡票 総務課副課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度事務局長部長会 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和2年度総務部総務課年度計画・アクションプラン・実績報告書関係 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 環境 防災 令和2年度事業継続計画（BCP）の策定関係 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 環境 防災 令和2年度防災訓練関係 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 環境 防災 令和2年度防災備蓄品関係 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度災害対策企画室会議 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和2年度豊梅会関係 総務課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和2年度基金関係 総務課副課長 2020年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 情報公開 令和2年度(2020年度)法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求） 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 個人情報保護 令和2年度(2020年度)個人情報保護法施行状況調査 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 情報公開 令和2年度(2020年度)情報公開法施行状況調査 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 令和2年度(2020年度)情報公開・個人情報・特定個人情報文書 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 通知 令和2年度(2020年度)文部科学省通知（法改正） 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 法規 内部規則 令和2年度(2020年度)内部規則 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 法規 内部規則 令和2年度(2020年度)部局内部規則 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 法規 内部規則 令和2年度(2020年度)事前相談① 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 法規 内部規則 令和2年度(2020年度)事前相談② 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 法規 内部規則 令和2年度(2020年度)事前相談③ 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 運営 総括 令和2年度(2020年度)法務 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度(2020年度)法人文書管理 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 法規 内部規則 令和2年度(2020年度)重要通知・手引・マニュアル等 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 危機管理 公益通報 令和2年度(2020年度)コンプライアンス研修 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和2年度(2020年度）職員の交通事故対応 総務課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 訴訟 訴訟 令和2年（ワ）第11213号（東京地裁） 総務課 2021年4月1日 訴訟終結後10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 令和２年度広報委員会 総務課広報係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 広報 報道 令和２年度記者会見 総務課広報係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 広報 報道 令和２年度記録写真 総務課広報係 2021年4月1日 無期限 電子 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 広報 刊行物 令和２年度広報誌 総務課広報係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 広報 刊行物 令和２年度大分大学概要 総務課広報係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 広報 刊行物 令和２年度パフォーマンスレポート 総務課広報係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 共催・後援，学章・学旗 令和２年度大学名義使用関係 総務課広報係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 広報 総括 令和２年度一般文書① 総務課広報係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 広報 総括 令和２年度一般文書② 総務課広報係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度(2020年度）役員懇談会 総務課秘書係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度(2020年度）役員懇談会② 総務課秘書係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度(2020年度）役員懇談会③ 総務課秘書係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 学外会議 令和2年度(2020年度)国大協関係 総務課秘書係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 学外会議 令和2年度(2020年度)国大協関係② 総務課秘書係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 学内会議 令和2年度(2020年度)役員会 総務課秘書係 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 学内会議 令和2年度(2020年度)学部長等連絡調整会議 総務課秘書係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 令和２年度(2020年度）雑件 総務課秘書係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 令和２年度旅行命令簿 総務課秘書係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度学長選考会議 総務課総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 教育研究評議会① 総務課総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 経営協議会① 総務課総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 経営協議会② 総務課総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度学内共同教育研究施設等管理委員会 総務課総務係 2021年4月2日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度無煙環境推進会議 総務課総務係 2021年4月3日 5年 2026年4月1日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 運営 総括 令和２年度予算関係 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 運営 総括 令和２年度学部長等の選考 総務課総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和２年度監査関係 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 危機管理 総括 令和２年度防犯カメラ保守 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度クリッピングサービス 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度謝金関係 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和２年度物品管理 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和２年度総務文書 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 行事・儀式 令和２年度学位記授与式，秋季入学式，卒業式，入学式（令和３年度） 総務課総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年度文部科学省（調査・報告） 総務課総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年度調査・報告① 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年度調査・報告② 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 令和２年度旅行命令簿（役員等を除く） 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 2020年度特殊文書受付簿 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 2020年度郵便料金表示額記録簿 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 2020年度郵便料金計器計示額報告書 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 2020年度郵便切手受払簿 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 公印 令和２年度公印使用簿 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 通知 令和２年度文部科学省（通知） 総務課総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 公印 令和２年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 危機管理 総括 令和２年度　新型コロナウイルス連絡票関係 総務課総務係 2021年4月1日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 総括 令和2年度　危機対策本部会議（新型コロナウイルス対策）関係② 総務課総務係 2021年4月1日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 移管
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度出勤簿 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
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国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度休暇簿 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度勤務時間報告書 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度安否確認システム 総務課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度国立大学法人大分大学の将来構想検討会（顧問関係含む。） 総務課総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度学長選考会議 総務課総務係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 教育研究評議会① 総務課総務係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 教育研究評議会② 総務課総務係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 経営協議会① 総務課総務係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 経営協議会② 総務課総務係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度学内共同教育研究施設等管理委員会 総務課総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度無煙環境推進会議 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 運営 総括 令和３年度予算関係 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 運営 総括 令和３年度学部長等の選考等について 総務課総務係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 危機管理 総括 令和３年度防犯カメラ保守 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度クリッピングサービス 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度謝金関係 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和３年度物品請求関係 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和３年度総務文書 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 行事・儀式 令和３年度学位記授与式，秋季入学式，卒業式，入学式（令和３年度） 総務課総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度文部科学省（調査・報告） 総務課総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 通知 令和３年度文部科学省（通知） 総務課総務係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度調査・報告① 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度調査・報告② 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 令和３年度旅行命令簿（役員等を除く） 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 2021年度特殊文書受付簿 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 2021年度郵便料金表示額記録簿 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 2021年度郵便料金計器計示額報告書 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 2021年度郵便切手受払簿 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 公印 令和３年度公印使用簿 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 公印 令和３年度公印の作成・改刻・廃止 総務課総務係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 危機管理 総括 令和３年度　新型コロナウイルス連絡票関係 総務課総務係 2022年4月1日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 統括 令和３年度　危機対策本部会議（新型コロナウイルス対策）関係 総務課総務係 2022年4月1日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 移管
2021年度 医療 統括 統括 新型コロナワクチン大学拠点接種（1・2回目） 総務課総務係 2022年4月1日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 移管
2021年度 管理一般 総括 共催・後援，学章・学旗 大学名義使用関係 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度出勤簿 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度休暇簿 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度勤務時間報告書 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度雑件 総務課総務係 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度安否確認システム 総務課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度国立大学法人大分大学の将来構想検討会（顧問関係含む。） 総務課総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括　 総括 令和３年度自動車入構証 総務課総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和３年度危機情報管理連絡票 総務課副課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度事務局長部長会 総務課副課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和３年度総務部総務課年度計画・アクションプラン・実績報告書関係 総務課副課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 環境 防災 令和３年度防災訓練関係 総務課副課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 環境 防災 令和３年度防災備蓄品関係 総務課副課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度災害対策企画室会議 総務課副課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和３年度豊梅会関係 総務課副課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和３年度大分大学基金関係 総務課副課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和３年度　第４期中期目標・中期計画関係 総務課副課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 情報公開 令和3年度(2021年度)法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求）① 総務課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 情報公開 令和3年度(2022年度)法人文書開示請求関係（含個人情報開示請求）② 総務課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 個人情報保護 令和3年度(2021年度)個人情報保護法施行状況調査 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 情報公開 令和3年度(2021年度)情報公開法施行状況調査 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 情報公開・個人情報保護 令和3年度(2021年度)情報公開・個人情報・特定個人情報文書 総務課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 通知 令和3年度(2021年度)文部科学省通知（法改正） 総務課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和3年度(2021年度)内部規則① 総務課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和3年度(2021年度)内部規則② 総務課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和3年度(2021年度)部局内部規則 総務課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和3年度(2021年度)事前相談① 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和3年度(2021年度)事前相談② 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和3年度(2021年度)事前相談③ 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和3年度(2021年度)事前相談④ 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和3年度(2021年度)事前相談⑤ 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 運営 総括 令和3年度(2021年度)法務 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度(2021年度)法人文書管理 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和3年度(2021年度)重要通知・手引・マニュアル等 総務課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 危機管理 公益通報 令和3年度(2021年度)コンプライアンス研修 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 個人情報保護 令和3年度（2021年度）個人情報保護法改正関係 総務課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議・全学会議 令和３年度広報委員会 総務課広報係 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 広報 報道 令和３年度記者会見 総務課広報係 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 広報 報道 令和３年度記録写真 総務課広報係 2022年4月1日 無期限 電子 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 広報 刊行物 令和３年度広報誌 総務課広報係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2021年度 管理一般 広報 刊行物 令和３年度大分大学概要 総務課広報係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 広報 総括 令和３年度一般文書① 総務課広報係 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 広報 総括 令和３年度一般文書② 総務課広報係 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 広報 ホームページ 令和３年度ホームページ掲載依頼文書綴 総務課広報係 2022年4月1日 1年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 広報 刊行物 令和３年度文教ニュース等掲載依頼文書綴 総務課広報係 2022年4月1日 1年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 広報 契約 令和３年度統一的広報資料一式 総務課広報係 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度(2021年度）役員懇談会 総務課秘書係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度(2021年度）役員懇談会② 総務課秘書係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度(2021年度）役員懇談会③ 総務課秘書係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 学外会議 令和3年度(2021年度)国大協関係 総務課秘書係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 学外会議 令和3年度(2021年度)国大協関係② 総務課秘書係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 学外会議 令和3年度(2021年度)国大協関係③ 総務課秘書係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 学内会議 令和3年度(2021年度)役員会 総務課秘書係 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 学内会議 令和3年度(2021年度)学部長等連絡調整会議 総務課秘書係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 令和3年度(2021年度）雑件 総務課秘書係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 令和3年度(2021年度）雑件② 総務課秘書係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 令和3年度旅行命令簿 総務課秘書係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 （総）総務課 （総）総務課長 廃棄
1980年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 学科設置計画関係（工・電子工学科） 総務課企画室 1981年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1981年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（工学研究科・建設工学専攻） 総務課企画室 1982年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1984年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（工学研究科・電子工学専攻） 総務課企画室 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1991年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 学科設置計画関係（工・機械他４学科改組） 総務課企画室 1992年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1991年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（教育学研究科学校教育専攻） 総務課企画室 1992年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1991年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（教育学研究科教科教育専攻）国社理 総務課企画室 1992年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1992年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成4年度文部省通知文書（企画） 総務課企画室 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1992年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 学科設置計画関係（工・化学環境他１学科改組） 総務課企画室 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1993年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成5年度文部省通知文書（企画） 総務課企画室 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1994年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成6年度文部省通知文書（企画） 総務課企画室 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1994年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 学科設置計画関係（経・学科改組） 総務課企画室 1995年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1994年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（教育学研究科教科教育専攻）音美家 総務課企画室 1995年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1995年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成7年度文部省通知文書（企画） 総務課企画室 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1995年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（教育学研究科教科教育専攻）数技 総務課企画室 1996年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1995年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（工学研究科・博士前期，後期課程） 総務課企画室 1996年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1996年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成8年度文部省通知文書（企画） 総務課企画室 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1996年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（教育学研究科教科教育専攻）体 総務課企画室 1997年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1997年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成9年度文部省通知文書（企画） 総務課企画室 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1997年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 学科設置計画関係（工・福祉環境工学科） 総務課企画室 1998年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1998年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成10年度文部省通知文書（企画） 総務課企画室 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1998年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（教育学研究科教科教育専攻）英 総務課企画室 1999年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1999年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成11年度文部省通知文書（企画） 総務課企画室 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1999年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 学科設置計画関係（教・課程改組） 総務課企画室 2000年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1999年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 学部設置計画書関係（教育学部改名） 総務課企画室 2000年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
1999年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（経済学研究科・専攻改組） 総務課企画室 2000年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2000年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成12年度文部省通知文書（企画） 総務課企画室 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2001年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成13年度文部科学省通知文書（企画） 総務課企画係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2001年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（福祉社会科学研究科・修士課程） 総務課企画係 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2001年度 （旧）企画・評価課 組織 設置 大学院設置計画書関係（福祉社会科学専攻） 総務課企画係 2002年4月1日 無期限 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2002年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成14年度文部科学省通知文書（企画） 総務課企画係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 文書 一般文書 平成15年度文部科学省通知文書（企画） 総務課企画係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2003年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成15年度文部科学省通知文書（企画） 総務課企画係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2003年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成15年度文部科学省通知文書（企画） 企画・評価課企画係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2003年度 （旧）企画・評価課 文書 一般文書 平成15年度文部科学省通知文書（目標・評価） 企画・評価課目標・評価係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2004年度 文書 平成16年度中期目標・中期計画関係文書綴（1） 企画・評価課目標・評価係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2004年度 文書 平成16年度中期目標・中期計画関係文書綴（2） 企画・評価課目標・評価係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2004年度 文書 平成16年度中期目標・中期計画関係文書綴（重要） 企画・評価課目標・評価係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2004年度 会議 平成16年度中期目標・中期計画策定委員会（1） 企画・評価課目標・評価係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2004年度 会議 平成16年度中期目標・中期計画策定委員会（2） 企画・評価課目標・評価係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2004年度 文書 平成16年度法人評価関係文書綴（重要） 企画・評価課目標・評価係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2004年度 管理一般 組織 届出・申請 平成16年度履行状況報告書 企画・評価課企画係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2005年度 文書 平成17年度中期目標・中期計画関係文書綴（重要） 企画・評価課目標・評価係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2005年度 文書 平成17年度文部科学省通知文書（企画） 企画・評価課企画係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2005年度 文書 平成17年度～　寄附講座・寄附研究部門関係 企画・評価課企画係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
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2005年度 文書 平成17年度法人評価関係文書綴（重要） 企画・評価課目標・評価係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2005年度 管理一般 組織 届出・申請 平成17年度履行状況報告書 企画・評価課企画係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2006年度 文書 平成18年度文部科学省通知・照会・回答文書 総務企画課企画係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2006年度 文書 大学院設置計画書関係（経済学研究科地域経営専攻） 総務企画課企画係 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2006年度 文書 平成18年度中期目標・中期計画関係文書綴 総務企画課評価グループ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2006年度 管理一般 組織 届出・申請 平成18年度履行状況報告書 総務企画課企画係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 調査・統計 平成19年度学校基本調査 総務企画課総務・法規グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 文書 平成19年度設置審査関係（通知・回答・申請） 総務企画課企画・法規グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2007年度 管理一般 組織 届出・申請 平成19年度履行状況報告書 総務企画課企画・法規グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 会議 平成19年度自己評価専門委員会 総務企画課評価グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 会議 平成19年度認証評価専門委員会 総務企画課評価グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 会議 平成19年度評価委員会 総務企画課評価グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 文書 平成19年度評価関係文書綴（1） 総務企画課評価グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 文書 平成19年度評価関係文書綴（2） 総務企画課評価グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 会議 平成19年度評価情報分析室 総務企画課評価グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 文書 平成19年度外部評価関係綴 総務企画課評価グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 会議 平成19年度総務・企画室評価部門会議 総務企画課評価グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 会議 19　中期評価専門委員会 総務企画課評価グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2007年度 文書 平成19年度中期目標・中期計画関係文書綴 総務企画課評価グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2008年度 文書 平成20年度設置審査関係（通知・回答・申請） 総務企画課総務・法規グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2008年度 管理一般 組織 届出・申請 平成20年度履行状況報告書 総務企画課総務・法規グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2008年度 会議 平成20年度評価委員会 総務企画課企画・評価グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2008年度 会議 平成20年度自己評価専門委員会関係 総務企画課企画・評価グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2008年度 会議 平成20年度認証評価専門委員会 総務企画課企画・評価グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2008年度 会議 平成20年度中期評価専門委員会 総務企画課企画・評価グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2008年度 文書 中期評価業務関係 総務企画課企画・評価グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2008年度 文書 第2期中期目標・中期計画関係　3分冊 総務企画課企画・評価グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2009年度 文書 平成21年度設置審査関係（通知・回答・申請） 総務企画課総務・法規グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2009年度 会議 平成21年度評価委員会 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2009年度 会議 平成21年度自己評価専門委員会 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2009年度 会議 平成21年度認証評価専門委員会 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2009年度 会議 平成20年度・平成21年度中期目標期間評価専門委員会 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2009年度 文書 第2期中期目標・中期計画　素案～認可申請 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2009年度 文書 平成21年度計画関係 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2009年度 文書 平成21年度年度計画アクションプラン関係 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2009年度 文書 平成21年度実施(平成20事業年度)法人評価（年度評価）関係　1 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2009年度 文書 平成21年度実施(平成20事業年度)法人評価（年度評価）関係　2 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
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2009年度 文書 中期評価（第１期評価確定） 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2009年度 文書 平成21年度認証評価関係① 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2009年度 文書 平成21年度認証評価関係② 総務企画課企画・評価グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2010年度 会議 平成22年度評価委員会 総務企画課長 2011年4月1日 15年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2010年度 会議 平成22・23年度自己評価専門委員会 認証評価専門委員会　中期目標期間評価専門委員会 総務企画課長 2011年4月1日 15年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2010年度 会議 平成22年度評価部門会議 総務企画課長 2011年4月1日 15年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2010年度 会議 平成22年度ステークホルダーミーティング 総務企画課長 2011年4月1日 15年 2026年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2010年度 文書 平成22年度～　設置審査関係（通知・回答・申請） 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2010年度 文書 平成22年度計画策定関係 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2010年度 文書 平成22年度計画アクションプラン関係 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2010年度 文書 平成22年度～第２期中期目標期間関係文書綴 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2010年度 文書 平成22年度実績報告書関係 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2010年度 文書 平成22・23年度認証評価関係 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2010年度 管理一般 組織 届出・申請 平成22年度履行状況報告書 総務企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2011年度 管理一般 組織 届出・申請 平成23年度設置計画履行状況報告書 総務企画課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2011年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成23年度計画策定関係 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2011年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成23年度計画アクションプラン関係 総務企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2012年度 管理一般 総括 照会・回答 平成24年度学校基本調査 企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2012年度 管理一般 総括 照会・回答 平成24年度文部科学省（調査・報告） 企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 総括 照会・回答 平成24年度設置審査関係 企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 運営 大学改革 大学改革実行プラン 企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 運営 大学改革 大学改革実行プラン② 企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 運営 大学改革 大分大学ＩＲ室関係 企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度将来計画会議 企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2012年度 管理一般 評価 評価 平成24年度計画アクションプラン進捗管理 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2012年度 管理一般 評価 評価 平成24年度評価情報分析室 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度評価委員会 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 学外会議 平成24年度ステークホルダーミーティング 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 文書 文書管理 平成24年度評価一般関係 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 文書 文書管理 平成24年度大分大学大学情報データベース 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 文書 文書管理 平成24年度自己評価関係・認証評価専門委員会 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成24年度計画アクションプラン関係 企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成25年度計画及びアクションプラン関係 企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 組織 総括 平成24年度～共同研究講座・共同研究部門 企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 評価 評価 平成24年度認証評価関係 総務企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2013年度 管理一般 総括 照会・回答 平成25年度学校基本調査 企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2013年度 管理一般 総括 照会・回答 平成25年度文部科学省（調査・報告） 企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 運営 大学改革 大学改革実行プラン 企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 運営 大学改革 大学改革実行プラン② 企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度将来計画会議 企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2013年度 管理一般 統計 調査統計 平成25年度学校教員統計調査 企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 全学会議 機能の再構築・強化に係る検討委員会 企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度評価委員会 総務課評価係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 学外会議 平成25年度ステークホルダーミーティング 総務課評価係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 評価 評価 平成25年度計画アクションプラン進捗管理 総務課評価係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 評価 評価 教員業績ファイル 総務課評価係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度認証評価専門委員会 総務課評価係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 文書 文書管理 平成25年度評価一般関係 総務課評価係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 文書 文書管理 平成25年度大分大学大学情報データベース 総務課評価係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
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2013年度 管理一般 評価 評価 大分大学「共通の観点」 総務課評価係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2013年度 管理一般 運営 大学改革 大分大学に対するニーズ調査　1/2 企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 運営 大学改革 大分大学に対するニーズ調査　2/2 企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成25年度計画アクションプラン関係 企画課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2013年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成26年度計画及びアクションプラン関係 企画課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2013年度 管理一般 評価 評価 平成25年度認証評価関係 総務課評価係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2013年度 管理一般 評価 評価 第２期中期目標期間評価関係 総務課評価係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄 保存期間の変更（10年→30年
標準文書保存期間に照らし合わせると保存期間は30
年が適当と思われるため。）

2014年度 管理一般 会議 全学会議 機能の再構築・強化に係る検討委員会 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 運営 大学改革 大学改革関係 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 運営 大学改革 新学部設置に係るアンケート調査（個別相談用） 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 全学会議 学部等改組に係る事務職員プロジェクトチーム会議 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度将来計画会議 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 運営 大学改革 アンケート調査ＷＧ 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 運営 大学改革 第３期末を見据えた大分大学のビジョン策定ＰＴ 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 組織 届出・申請 医学部看護学科第３年次編入学定員の見直し 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 統計 調査統計 大学における教育内容等の改革状況調査 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 統計 調査統計 平成26年度文部科学省（調査・報告） 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 総括 調査統計 平成26年度学校基本調査 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 評価 評価 平成26年度計画アクションプラン進捗管理 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 評価 評価 教員業績ファイル 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度評価委員会 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 学外会議 平成26年度ステークホルダーミーティング 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 文書 文書管理 平成26年度評価一般関係 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 文書 文書管理 平成26年度大分大学大学情報データベース 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 文書 会議関係 平成26年度認証評価専門委員会 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 文書 会議関係 平成26年度中期目標期間評価専門委員会 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学福祉健康科学部設置計画書（正本）（写） 企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学大学院教育学研究科教職開発専攻（専門職大学院）設置計画書（正本）（写） 企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 組織 設置・改廃 社会福祉士大学等確認申請書 企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 第３期中期目標・中期計画策定関係 企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成２７年度計画及びアクションプラン 企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 評価 評価 平成26年度認証評価関係 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2014年度 管理一般 文書 文書管理 平成26年度　第２期中期目標期間評価関係 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
保存期間の変更（10年→30年
標準文書保存期間に照らし合わせると保存期間は30
年が適当と思われるため。）

2015年度 管理一般 会議 全学会議 機能の再構築・強化に係る検討委員会 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度将来計画会議 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 運営 大学改革 大学改革関係 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
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2015年度 管理一般 統計 調査統計 平成27年度学校基本調査 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 統計 調査統計 平成27年度文部科学省（調査・報告） 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 統計 調査統計 平成27年度国立大学協会（調査・報告） 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 統計 調査統計 大学における教育内容等の改革状況調査 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 統括 IR関係 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 評価 評価 教員業績ファイル 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度評価委員会 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 学外会議 平成27年度ステークホルダーミーティング 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 文書管理 平成27年度評価一般関係 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 文書管理 平成27年度大分大学大学情報データベース 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 会議関係 平成27年度認証評価専門委員会 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 会議関係 平成27年度中期目標期間評価専門委員会 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学理工学部設置計画書（正本）（写）（3-1） 企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 統計 目標・計画 第３期中期目標・中期計画策定関係（１／２） 企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2015年度 管理一般 統計 目標・計画 第３期中期目標・中期計画策定関係（２／２） 企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 統計 目標・計画 平成28年度年度計画及びアクションプラン 企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 評価 評価 平成27年度認証評価関係 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 文書 文書管理 平成27年度　第２期中期目標期間評価関係 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 組織 届出・申請 大分大学大学院工学研究科設置計画書等(事前伺い) 企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2015年度 管理一般 組織 届出・申請 大分大学教育学部設置計画書等(事前伺い) 企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 全学会議 機能の再構築・強化に係る検討委員会 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度将来計画会議 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 全学会議 総合企画室会議 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度教員人件費に係る検討ＷＧ 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 運営 大学改革 大学改革関係 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 運営 大学改革 平成28年度大学院改革検討ＷＧ 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 統計 調査統計 平成28年度学校基本調査 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 統計 調査統計 学校教員統計調査(３年周期) 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 統計 調査統計 文部科学省（調査・報告） 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 統計 調査統計 国立大学協会（調査・報告） 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 統計 調査統計 大学における教育内容等の改革状況調査 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
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2016年度 管理一般 文書 統括 IR関係 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 統括 平成28年度大学ポートレート関係 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 総括 行事・儀式 福祉健康科学部設置記念事業 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度評価委員会 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 学外会議 平成28年度ステークホルダーミーティング 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 文書管理 平成28年度評価一般関係 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 文書管理 平成28年度大分大学大学情報データベース 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 文書 会議関係 平成28年度中期目標期間評価専門委員会 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 評価 評価 平成28年度計画アクションプラン進捗管理 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 総括 照会・回答 平成28年度THE世界大学ランキング 企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学理工学部設置計画申請に係る補正申請書（正本）（写） 企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2016年度 管理一般 組織 届出・申請 大分大学福祉健康科学部【意見伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2016年度 管理一般 組織 届出・申請 大分大学経済学部事業共創学科設置計画等(事前伺い) 企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2016年度 管理一般 組織 届出・申請 大分大学経済学部社会イノベーション学科設置計画等(事前伺い) 企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2016年度 管理一般 組織 届出・申請 大分大学大学院工学研究科工学専攻【事前伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2016年度 管理一般 組織 届出・申請 大分大学大学院教育学研究科教職開発専攻【意見伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2016年度 管理一般 統計 目標・計画 第３期中期目標・中期計画変更関係 企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 統計 目標・計画 平成29年度年度計画及びアクションプラン 企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 大学改革 平成29年度事務体制見直しWG 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 大学改革 平成29年度大学院改革検討WG 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
保存期間の変更
（5年→10年
他年度の同ファイルと整合させるため）

2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度専任教員数等調査（企画課実施） 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度旅行命令簿 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金関係 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度収発件名簿 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度機能の再構築・強化に係る検討会 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度将来計画会議 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度総合企画室会議 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度認証評価専門委員会 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度設置計画管理委員会 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度評価委員会 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 会議関係 平成29年度中期目標期間評価専門委員会 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 大学改革 平成29年度教員養成学部等の改革検討WG 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 運営 大学改革 平成29年度大学改革関係 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度学校基本調査 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度文部科学省（調査・報告） 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度大学における教育内容等の改革状況調査 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 統括 平成29年度IR関係 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
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2017年度 管理一般 文書 統括 平成29年度大学ポートレート関係 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 学外会議 平成29年度ステークホルダーミーティング 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度評価一般関係 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度大分大学大学情報データベース 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 評価 評価 平成29年度計画アクションプラン進捗管理 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 組織 届出・申請 平成29年度大分大学福祉健康科学部【意見伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 組織 届出・申請 平成29年度大分大学大学院工学研究科工学専攻【事前伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 組織 届出・申請 平成29年度大分大学理工学部【意見伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 組織 届出・申請 平成29年度大分大学経済学部社会イノベーション学科【事前伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 組織 届出・申請 平成29年度大分大学収容定員関係学則変更設置計画書 企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 目標・計画 平成29年度第３期中期目標・中期計画変更関係 企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 目標・計画 平成30年度年度計画及びアクションプラン策定 企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 評価 評価 平成29年度認証評価関係 企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
保存期間の変更（10年→30年
標準文書保存期間に照らし合わせると保存期間は30
年が適当と思われるため。）

2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度THE世界大学ランキング 企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 大学改革 平成30年度事務体制見直しWG 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 大学改革 平成30年度大学院改革検討WG・大学院改革関係 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄
保存期間の変更
（5年→10年
他年度の同ファイルと整合させるため）

2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度専任教員数等調査（企画課実施） 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度旅行命令簿 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度出勤簿 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度収発件名簿 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度機能の再構築・強化に係る検討会 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度総合企画室会議 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度設置計画管理委員会 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 大学改革 平成30年度教員養成学部等の改革検討WG 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 運営 大学改革 平成30年度大学改革関係 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度学校基本調査 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度文部科学省（調査・報告） 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度大学における教育内容等の改革状況調査 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 統括 平成30年度IR関係 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 統括 平成30年度大学ポートレート関係 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度THE世界大学ランキング 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 評価 評価 平成30年度計画アクションプラン進捗管理 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度評価一般関係 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度大分大学大学情報データベース 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度評価委員会 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度認証評価専門委員会 企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 組織 届出・申請 平成30年度大分大学福祉健康科学部【意見伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 組織 届出・申請 平成30年度大分大学理工学部【意見伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 組織 届出・申請 平成30年度大分大学経済学部社会イノベーション学科【事前伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 組織 届出・申請 平成30年度大分大学医学部医学科【意見伺い】履行状況報告書 企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
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2018年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学大学院福祉健康科学研究科設置計画書（正本）（写）　（2-1） 企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 目標・計画 平成30年度第３期中期目標・中期計画変更関係 企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 目標・計画 平成31年度年度計画及びアクションプラン策定 企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 評価 評価 平成30年度認証評価関係 企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
保存期間の変更（10年→30年
標準文書保存期間に照らし合わせると保存期間は30
年が適当と思われるため。）

2018年度 管理一般 評価 評価 第３期中期目標期間評価関係 企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
保存期間の変更（10年→30年
標準文書保存期間に照らし合わせると保存期間は30
年が適当と思われるため。）

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度休暇簿 企画課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度勤務時間関係 企画課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年度自動車入構証申請書関係 企画課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度専任教員数等調査（企画課実施） 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 会計 総括 帳簿 令和元年度旅行命令簿 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度出勤簿 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度収発件名簿 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度機能の再構築・強化に係る検討会 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度総合企画室会議 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度設置計画管理委員会 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度国立大学改革方針対応ワーキンググループ 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 運営 大学改革 令和元年度大学改革関係 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度学校基本調査 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度文部科学省（調査・報告） 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度大学における教育内容等の改革状況調査 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度学校教員統計調査（３年周期） 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 統括 令和元年度IR関係 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度IRセンター関係 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 統括 令和元年度大学ポートレート 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度THE世界大学ランキング 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 評価 評価 平成31年度計画アクションプラン進捗管理 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 平成31年度評価一般関係 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 平成31年度大分大学大学情報データベース 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 平成31年度評価委員会 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 平成31年度認証評価専門委員会 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 平成31年度中期目標期間評価専門委員会 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 組織 届出・申請 令和元年度大分大学福祉健康科学部【意見伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 組織 届出・申請 令和元年度大分大学理工学部【意見伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 組織 届出・申請 令和元年度大分大学経済学部社会イノベーション学科【事前伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 組織 届出・申請 令和元年度大分大学医学部医学科【意見伺い】履行状況報告書 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学大学院福祉健康科学研究科設置計画申請に係る補正申請書（正本）（写）（2-1） 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学大学院教育学研究科教職開発専攻（専門職大学院）設置報告書（事前伺い） 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学収容定員関係学則変更設置計画書（正本）（写） 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 目標・計画 令和元年度第３期中期目標・中期計画変更関係 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
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2019年度 管理一般 統計 目標・計画 令和２年度年度計画及びアクションプラン策定 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 倉庫 企画課 企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 評価 評価 平成31年度認証評価関係 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
保存期間の変更（10年→30年
標準文書保存期間に照らし合わせると保存期間は30
年が適当と思われるため。）

2019年度 管理一般 評価 評価 第３期中期目標期間評価関係 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
保存期間の変更（10年→30年
標準文書保存期間に照らし合わせると保存期間は30
年が適当と思われるため。）

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度休暇簿 企画課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度勤務時間関係 企画課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 兼業 令和２年度兼業関係 企画課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和２年度自動車入構証申請書関係 企画課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和２年度専任教員数等調査（企画課実施） 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度謝金関係 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度出勤簿 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度収発件名簿 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度総合企画室会議 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度設置計画管理委員会 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度長期戦略等策定会議 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度執行部と各学部・研究科との意見交換 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 運営 大学改革 令和２年度大学改革関係 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和２年度学校基本調査 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和２年度文部科学省（調査・報告） 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和２年度大学における教育内容等の改革状況調査 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 統括 令和２年度IRセンター関係 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度IRセンター運営委員会／IR部門会議 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 統括 令和２年度大学ポートレート 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年度THE世界大学ランキング 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 評価 評価 令和２年度計画アクションプラン進捗管理 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度評価一般関係 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度大分大学大学情報データベース 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度評価委員会 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度認証評価専門委員会 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度中期目標期間評価専門委員会 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 組織 届出・申請 令和２年度大分大学理工学部【意見伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 組織 届出・申請 令和２年度大分大学経済学部社会イノベーション学科【事前伺い】設置計画履行状況報告書 企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2020年度 管理一般 組織 届出・申請
令和２年度大分大学医学部医学科【意見伺い】大学の収容定員変更に係る設置
計画履行状況報告書

企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2020年度 管理一般 組織 届出・申請
令和２年度大分大学大学院福祉健康科学研究科福祉健康科学専攻【意見伺い】
設置計画履行状況報告書

企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2020年度 管理一般 組織 届出・申請
令和２年度大分大学大学院教育学研究科教職開発専攻【事前伺い】設置計画履
行状況報告書

企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 目標・計画 令和２年度第３期中期目標・中期計画変更関係 企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 目標・計画 令和３年度年度計画及びアクションプラン策定 企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 組織 総括 平成17年度～寄附講座・寄附研究部門講座関係② 企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2020年度 管理一般 評価 評価 令和２年度認証評価関係 企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
保存期間の変更（10年→30年）
標準文書保存期間に照らし合わせると保存期間は30
年が適当と思われるため。）

2020年度 管理一般 評価 評価 第３期中期目標期間評価関係 企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
保存期間の変更（10年→30年）
標準文書保存期間に照らし合わせると保存期間は30
年が適当と思われるため。）

2007年度 管理一般 組織 届出・申請 大分大学大学院医学系研究科博士課程の専攻設置について（事前伺い） 総務企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 文書 統括 平成25年度～平成27年度大学ポートレート関係 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 運営 大学改革 福祉健康科学部（仮称）設置準備検討会議 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2015年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学福祉健康科学部　設置申請に係る補正申請書（正本）（写） 企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2015年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学理工学部設置計画書（正本）（写）（3-2） 企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
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2015年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学理工学部設置計画書（正本）（写）（3-3） 企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2015年度 管理一般 組織 設置・改廃
大分大学大学院教育学研究科教職開発専攻（教職大学院）設置計画に係る補正
計画書（正本）（写）

企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 組織 届出・申請 大分大学大学院教育学研究科教職開発専攻【意見伺い】設置計画履行状況報告 企画課長 2018年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度休日の振替簿 企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 組織 届出・申請
平成30年度大分大学大学院工学研究科工学専攻【事前伺い】設置計画履行状況
報告書

企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2018年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学大学院福祉健康科学研究科設置計画書（正本）（写）　（2-2） 企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度休日の振替簿 企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学大学院福祉健康科学研究科設置計画申請に係る補正申請書（正本） 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学大学院教育学研究科教職開発専攻（専門職大学院）設置計画書（正本） 企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 運営 大学改革 令和元年度大学院改革関係 企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度休日の振替簿 企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度休日の振替簿 企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度大学改革戦略会議 企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度休日の振替簿 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 組織 設置・改廃 大分大学医学部収容定員変更に係る設置計画書 企画課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2021年度 管理一般 組織 届出・申請
令和３年度大分大学医学部医学科【意見伺い】大学の収容定員変更に係る設置
計画履行状況報告書

企画課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2021年度 管理一般 組織 届出・申請
令和３年度大分大学大学院福祉健康科学研究科福祉健康科学専攻【意見伺い】
設置計画履行状況報告書

企画課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2021年度 管理一般 組織 届出・申請
令和３年度大分大学大学院教育学研究科教職開発専攻【事前伺い】設置計画履
行状況報告書

企画課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度総合企画室会議 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度設置計画管理委員会 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度長期戦略等策定会議 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度執行部と各学部・研究科との意見交換 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 運営 大学改革 令和３年度大学改革関係 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和３年度学校基本調査 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和３年度文部科学省（調査・報告） 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和３年度大学における教育内容等の改革状況調査 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 統括 令和３年度雑件1/2 企画課長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 統括 令和３年度雑件2/2 企画課長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 統括 令和３年度IRセンター関係 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度IRセンター運営委員会／IR部門会議 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 統括 令和３年度大学ポートレート 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度THE世界大学ランキング 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和３年度専任教員数等調査（企画課実施） 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度出勤簿 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度休暇簿 企画課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度勤務時間関係 企画課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和３年度兼業関係 企画課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度収発件名簿 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 令和３年度旅行命令簿 企画課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和３年度自動車入構証申請書関係 企画課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 評価 評価 令和３年度計画アクションプラン進捗管理 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度評価一般関係 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度大分大学大学情報データベース 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度評価委員会 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度認証評価専門委員会 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 評価 評価 第４期中期計画アクションプラン進捗管理 企画課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 評価 評価 令和３年度認証評価関係 企画課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 評価 評価 第３期中期目標期間評価関係 企画課長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画課 企画課長 廃棄
1949年度 （旧）総務課 組織 定員 定員通知 人事課長 1950年4月1日 無期限 紙 総務課倉庫 人事管理グループ 人事課長
1949年度 （旧）総務課 組織 定員 定員現員表 人事課長 1950年4月1日 無期限 紙 総務課倉庫 人事管理グループ 人事課長
1949年度 （旧）総務課 組織 定員 定員削減関係 人事課長 1950年4月1日 無期限 紙 総務課倉庫 人事管理グループ 人事課長
1949年度 （旧）総務課 記録 人事記録 人事記録カード（非常勤職員を除く） 人事課長 1950年4月1日 無期限 紙 倉庫1-007，1-008 人事管理グループ 人事課長
1949年度 （旧）総務課 任用 任免関係 人事異動（教育職員） 人事課長 1950年4月1日 無期限 紙 倉庫1-015～ 人事管理グループ 人事課長
1949年度 （旧）総務課 組織 級別定数 級別定数管理簿 人事課長 1950年4月1日 無期限 紙 倉庫1-013，1-014 人事管理グループ 人事課長
1949年度 （旧）総務課 任用 任免関係 人事異動（事務系職員） 人事課長 1950年4月1日 無期限 紙 倉庫1-001～006 人事管理グループ 人事課長
1949年度 （旧）総務課 給与 給与 給与関係 人事課長 1950年4月1日 無期限 紙 総務課事務室 人事管理グループ 人事課長
1949年度 （旧）総務課 給与 給与 切替，在職者調整調書等 人事課長 1950年4月1日 無期限 紙 総務課事務室 人事管理グループ 人事課長
1955年度 （旧）総務課 福利・厚生 称号授与 名誉教授関係 人事課長 1956年4月1日 無期限 紙 総務課事務室 労務管理グループ 人事課長
1965年度 （旧）総務課 服務 懲戒 懲戒処分等記録書 人事課長 1966年4月1日 無期限 紙 総務課事務室 労務管理グループ 人事課長
1983年度 （旧）総務課 任用 任免関係 人事異動（外国人教師等） 人事課長 1984年4月1日 無期限 紙 倉庫1-009～012 人事管理グループ 人事課長
1991年度 （旧）総務課 任用 その他 覚書 人事課長 1992年4月1日 無期限 紙 総務課事務室 人事管理グループ 人事課長
2000年度 （旧）総務課 福利・厚生 災害補償 平成12年度災害補償関係 人事課長 2001年4月1日 完結後5年 紙 倉庫2-001 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2001年度 （旧）総務課 福利・厚生 災害補償 平成13年度災害補償関係 人事課長 2002年4月1日 完結後5年 紙 倉庫2-001 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2002年度 （旧）総務課 福利・厚生 災害補償 平成14年度災害補償関係 人事課長 2003年4月1日 完結後5年 紙 倉庫2-001 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2003年度 （旧）総務課 福利・厚生 災害補償 平成15年度災害補償関係 人事課長 2004年4月1日 完結後5年 紙 倉庫2-001 労務管理グループ 人事課長 廃棄
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2004年度 安全衛生管理管理 平成16年度前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2004年度 安全衛生管理管理 平成16年度後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2004年度 服務 平成16年度職員代表委員会関係 人事課長 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2004年度 服務 平成16年度団体交渉，教職員組合関係 人事課長 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2004年度 服務 平成16年度懲戒関係 人事課長 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2004年度 服務 平成16年度労働基準監督署への届出関係 人事課長 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2004年度 福利・厚生 平成16年度災害補償関係 人事課長 2005年4月1日 完結後5年 紙 倉庫2-002 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2005年度 安全衛生管理管理 平成17年度前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2005年度 安全衛生管理管理 平成17年度後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2005年度 服務 平成17年度職員代表委員会関係 人事課長 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2005年度 服務 平成17年度団体交渉，教職員組合関係 人事課長 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2005年度 服務 平成17年度懲戒関係 人事課長 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2005年度 服務 平成17年度労働基準監督署への届出関係 人事課長 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2005年度 福利・厚生 平成17年度災害補償関係 人事課長 2006年4月1日 完結後5年 紙 倉庫2-002 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2006年度 安全衛生管理管理 平成18年度前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2006年度 安全衛生管理管理 平成18年度後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2006年度 服務 平成18年度職員代表委員会関係 人事課長 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2006年度 服務 平成18年度団体交渉，教職員組合関係 人事課長 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2006年度 服務 平成18年度懲戒関係 人事課長 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2006年度 服務 平成18年度労働基準監督署への届出関係 人事課長 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2006年度 福利・厚生 平成18年度災害補償関係 人事課長 2007年4月1日 完結後5年 紙 倉庫2-002 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2007年度 安全衛生管理管理 平成19年度前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫2-004 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2007年度 安全衛生管理管理 平成19年度後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫2-004 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2007年度 人事 服務・表彰 平成19年度災害補償関係 人事課長 2008年4月1日 完結後5年 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2007年度 人事 服務・表彰 平成19年度職員代表委員会関係 人事課長 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2007年度 人事 服務・表彰 平成19年度団体交渉，教職員組合関係 人事課長 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2007年度 人事 服務・表彰 平成19年度懲戒関係 人事課長 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2007年度 人事 服務・表彰 平成19年度労働基準監督署への届出関係 人事課長 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2007年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成19年度出勤簿 人事課長 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2007年度 人事 服務・表彰 健康 平成19年度健康診断個人票 人事課長 2008年4月1日 退職後3年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2008年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成20年度出勤簿（人事課分） 人事課長 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2008年度 人事 服務・表彰 健康 平成20年度健康診断個人票 人事課長 2009年4月1日 退職後3年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2008年度 人事 服務・表彰 平成20年度前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2008年度 人事 服務・表彰 平成20年度後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2008年度 人事 服務・表彰 平成20年度職員代表委員会関係 人事課長 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2008年度 人事 服務・表彰 平成20年度団体交渉，教職員組合関係 人事課長 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2008年度 人事 服務・表彰 平成20年度懲戒関係 人事課長 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2008年度 人事 服務・表彰 平成20年度労働基準監督署への届出関係 人事課長 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2009年度 人事 服務・表彰 平成21年度前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2009年度 人事 服務・表彰 平成21年度後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2009年度 人事 服務・表彰 災害補償 平成21年度災害補償関係 人事課長 2010年4月1日 完結後5年 紙 倉庫 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2009年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成21年度出勤簿（人事課分） 人事課長 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2009年度 人事 服務・表彰 平成21年度職員代表委員会関係 人事課長 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2009年度 人事 服務・表彰 平成21年度団体交渉，教職員組合関係 人事課長 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2009年度 人事 服務・表彰 平成21年度懲戒関係 人事課長 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2009年度 人事 服務・表彰 平成21年度労働基準監督署への届出関係 人事課長 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2009年度 人事 服務・表彰 健康 平成21年度健康診断個人票 人事課長 2010年4月1日 退職後3年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2010年度 人事 服務・表彰 平成22年度前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2010年度 人事 服務・表彰 平成22年度後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2010年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成22年度出勤簿（人事課分） 人事課長 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2010年度 人事 服務・表彰 平成22年度団体交渉，教職員組合関係 人事課長 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2010年度 人事 服務・表彰 平成22年度職員代表委員会関係 人事課長 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2010年度 人事 服務・表彰 平成22年度懲戒関係 人事課長 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2010年度 人事 服務・表彰 平成22年度労働基準監督署への届出関係 人事課長 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2010年度 人事 服務・表彰 平成22年度名誉教授称号授与関係 人事課長 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2010年度 人事 服務・表彰 健康 平成22年度健康診断個人票 人事課長 2011年4月1日 退職後3年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2010年度 人事 服務・表彰 平成22年度災害補償関係（労災） 人事課長 2012年4月1日 完結後5年 紙 倉庫 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2011年度 人事 総括 職員団体 平成23年度教職員組合関係 人事課長 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2011年度 人事 服務・表彰 総括 平成23年度労働基準監督署への届出関係 人事課長 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2011年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成23年度名誉教授称号授与関係 人事課長 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2011年度 人事 服務・表彰 懲戒等 平成23年度懲戒関係 人事課長 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2011年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成23年度出勤簿（人事課分） 人事課長 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2011年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成23年度職員代表委員会関係 人事課長 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2011年度 人事 服務・表彰 健康 平成23年度健康診断個人票 人事課長 2012年4月1日 退職後3年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2011年度 人事 服務・表彰 健康 平成23年度前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2011年度 人事 服務・表彰 健康 平成23年度後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2011年度 人事 福利厚生 災害補償 平成23年度災害補償関係（労災） 人事課長 2012年4月1日 完結後5年 紙 倉庫 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 任免 総括 平成24年度人事関係発来・調査報告　1/2 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 任免 総括 平成24年度人事関係発来・調査報告　2/2 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 給与 総括 平成24年度調査・報告関係（給与） 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 給与 基本給 平成24年度給与関係 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度男女共同参画関係 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度人事政策会議 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
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2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度教員選考報告書 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 管理一般 評価 評価 平成24年度職員評価関係 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 管理一般 文書 文書管理 平成24年度職員評価結果一覧① 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 管理一般 文書 文書管理 平成24年度職員評価結果一覧② 総務企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 総括 職員団体 平成24年度教職員組合関係 人事課長 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2012年度 人事 服務・表彰 総括 平成24年度イコール・パートナーシップ委員会関係 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 服務・表彰 総括 平成24年度労働基準監督署への届出関係 人事課長 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2012年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成24年度学長表彰関係 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成24年度死亡叙勲関係 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成24年度生存者叙勲関係 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成24年度名誉教授称号授与関係 人事課長 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2012年度 人事 服務・表彰 懲戒等 平成24年度懲戒関係 人事課長 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2012年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成24年度表彰関係（その他） 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成24年度永年勤続者表彰関係（退職者含む） 人事課長 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2012年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成24年度出勤簿（人事課分） 人事課長 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2012年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成24年度職員代表委員会関係 人事課長 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2012年度 人事 服務・表彰 健康 平成24年度健康診断個人票 人事課長 2013年4月1日 退職後3年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 服務・表彰 健康 平成24年度前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 服務・表彰 健康 平成24年度後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 服務・表彰 健康 平成24年度安全衛生管理委員会 人事課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2012年度 人事 福利厚生 災害補償 平成24年度災害補償関係（労災） 人事課長 2013年4月1日 完結後5年 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度人事政策会議 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度教員選考報告書 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 総括 職員団体 平成25年度教職員組合関係 人事課長 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2013年度 人事 服務・表彰 総括 平成25年度イコール・パートナーシップ委員会関係 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 服務・表彰 総括 平成25年度労働基準監督署への届出関係 人事課長 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2013年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成25年度学長表彰関係 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成25年度死亡叙勲関係 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成25年度生存者叙勲関係 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成25年度名誉教授称号授与関係 人事課長 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2013年度 人事 服務・表彰 懲戒等 平成25年度懲戒関係 人事課長 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2013年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成25年度表彰関係（その他） 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成25年度永年勤続者表彰関係（退職者含む） 人事課長 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2013年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成25年度出勤簿（人事課分） 人事課長 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2013年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成25年度職員代表委員会関係 人事課長 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2013年度 人事 服務・表彰 健康 平成25年度健康診断個人票 人事課長 2014年4月1日 5年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 服務・表彰 健康 平成25年度前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 服務・表彰 健康 平成25年度後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 服務・表彰 健康 平成25年度安全衛生管理委員会 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 福利厚生 災害補償 平成25年度災害補償関係（労災） 人事課長 2014年4月1日 完結後5年 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 任免 総括 平成25年度人事関係発来・調査報告　1/2 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 任免 総括 平成25年度人事関係発来・調査報告　2/2 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 給与 総括 平成25年度調査・報告関係（給与） 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 人事 給与 基本給 平成25年度給与関係 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度男女共同参画関係 人事課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2013年度 管理一般 評価 評価 平成25年度職員評価関係 総務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 管理一般 文書 文書管理 平成25年度職員評価結果一覧① 総務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2013年度 管理一般 文書 文書管理 平成25年度職員評価結果一覧② 総務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度男女共同参画関係 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度人事政策会議 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度教員選考報告書 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度男女共同参画キャリア部門会議 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度両立支援部門会議 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度男女共同参画広報・地域連携部門会議 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2014年度 人事 任免 総括 平成26年度人事関係発来・調査報告　1/2 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 任免 総括 平成26年度人事関係発来・調査報告　2/2 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 給与 総括 平成26年度調査・報告関係（給与） 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 給与 基本給 平成26年度給与関係 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成26年度　表彰関係（その他） 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 総括 職員団体 平成26年度　教職員組合関係 人事課長 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2014年度 人事 服務・表彰 総括 平成26年度　イコール・パートナーシップ委員会関係 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 服務・表彰 総括 平成26年度　労働基準監督署への届出関係 人事課長 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2014年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成26年度　学長表彰関係 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成26年度　死亡叙勲関係 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成26年度　生存者叙勲関係 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成26年度　名誉教授称号授与関係 人事課長 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2014年度 人事 服務・表彰 懲戒等 平成26年度　懲戒関係 人事課長 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2014年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成26年度　永年勤続者表彰関係（退職者含む） 人事課長 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2014年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成26年度　出勤簿（人事課分） 人事課長 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2014年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成26年度　職員代表委員会関係 人事課長 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2014年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成26年度　労使協定 人事課長 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2014年度 人事 服務・表彰 健康 平成26年度　健康診断個人票 人事課長 2015年4月1日 退職後3年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 服務・表彰 健康 平成26年度　前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
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2014年度 人事 服務・表彰 健康 平成26年度　後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 服務・表彰 健康 平成26年度　安全衛生管理委員会 人事課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 人事 福利厚生 災害補償 平成26年度　災害補償関係（労災） 人事課長 2015年4月1日 完結後5年 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 管理一般 評価 評価 平成26年度職員評価関係 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 管理一般 文書 文書管理 平成26年度職員評価結果一覧① 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 管理一般 文書 文書管理 平成26年度職員評価結果一覧② 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2014年度 管理一般 文書 文書管理 平成26年度職員評価結果一覧③ 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度人事政策会議 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度教員選考報告書 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 任免 総括 平成27年度人事関係発来・調査報告　1/3 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 任免 総括 平成27年度人事関係発来・調査報告　2/3 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 任免 総括 平成27年度人事関係発来・調査報告　3/3 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年度調査・報告関係（給与）1/2 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年度調査・報告関係（給与）2/2 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 基本給 平成27年度給与関係（本給調整額、昇格等）1/3 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 基本給 平成27年度給与関係（本給調整額、昇格等）2/3 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 基本給 平成27年度給与関係（本給調整額、昇格等）3/3 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 社会保険 平成26年度労働保険料精算・平成27年度労働保険料概算　　1/2 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 社会保険 平成26年度労働保険料精算・平成27年度労働保険料概算　　2/2 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　４月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　４月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　５月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　５月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　６月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　６月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　６月賞与 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　７月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　７月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　８月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　８月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　９月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　９月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　１０月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　１０月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　１１月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　１１月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　１２月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　１２月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　１２月賞与 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成28年　１月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成28年　１月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成28年　２月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成28年　２月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成28年　３月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成28年　３月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年　給与支払報告書・法定調書 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年度　修正伝票  1/2 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年度　修正伝票  2/2 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年度　退職手当決議書　　　1/2 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年度　退職手当決議書　　　2/2 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 総括 平成27年度　戻入伝票 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 所得税・住民税 平成27年度　扶養控除申告書（退職者等・TA/RA) 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 所得税・住民税 平成27年度　源泉徴収票再発行・給与支給証明書 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 所得税・住民税 平成27年度　住民税関係届出書 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 所得税・住民税 平成27年度　住民税決定・変更通知書 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 所得税・住民税 平成27年度　扶養控除申告書(医学部・病院) 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 所得税・住民税 平成27年度　扶養控除申告書(看護部) 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 所得税・住民税 平成27年度　扶養控除申告書(旦野原・王子) 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 給与 所得税・住民税 平成27年源泉徴収票 給与支給担当 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 1/2 人事課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 2/2 人事課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度男女共同参画関係 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度男女共同参画キャリア部門会議 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度両立支援部門会議 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度男女共同参画広報・地域連携部門会議 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2015年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成27年度　表彰関係（その他） 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 総括 職員団体 平成27年度　教職員組合関係 人事課長 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2015年度 人事 服務・表彰 総括 平成27年度　イコール・パートナーシップ委員会関係 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 服務・表彰 総括 平成27年度　労働基準監督署への届出関係 人事課長 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2015年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成27年度　学長表彰関係 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成27年度　死亡叙勲関係 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成27年度　生存者叙勲関係 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成27年度　名誉教授称号授与関係 人事課長 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
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2015年度 人事 服務・表彰 懲戒等 平成27年度　懲戒関係 人事課長 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2015年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成27年度　永年勤続者表彰関係（退職者含む） 人事課長 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2015年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成27年度　出勤簿（人事課分） 人事課長 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2015年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成27年度　職員代表委員会関係 人事課長 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2015年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成27年度　労使協定 人事課長 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2015年度 人事 服務・表彰 健康 平成27年度　健康診断個人票 人事課長 2016年4月1日 退職後3年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 服務・表彰 健康 平成27年度　前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 服務・表彰 健康 平成27年度　後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 服務・表彰 健康 平成27年度　安全衛生管理委員会 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 福利厚生 災害補償 平成27年度　災害補償関係（労災） 人事課長 2016年4月1日 完結後5年 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 文書管理 平成27年度職員評価結果一覧① 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 文書管理 平成27年度職員評価結果一覧② 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 文書管理 平成27年度職員評価結果一覧③ 人事課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 人事 服務・表彰 総括 平成27年度　内部規則等改正関係 人事課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2015年度 管理一般 総括 総括 平成27年度　業務支援関係 業務支援室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度人事政策会議 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度教員選考報告書 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 任免 総括 平成28年度人事関係発来・調査報告　1/3 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 任免 総括 平成28年度人事関係発来・調査報告　2/3 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 任免 総括 平成28年度人事関係発来・調査報告　3/3 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年度調査・報告関係（給与）1/2 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年度調査・報告関係（給与）2/2 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 基本給 平成28年度給与関係（本給調整額、昇格等）1/3 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 基本給 平成28年度給与関係（本給調整額、昇格等）2/3 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 基本給 平成28年度給与関係（本給調整額、昇格等）3/3 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成28年度　表彰関係（その他） 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 総括 職員団体 平成28年度　教職員組合関係 人事課長 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2016年度 人事 服務・表彰 総括 平成28年度　イコール・パートナーシップ委員会関係 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 総括 平成28年度　労働基準監督署への届出関係 人事課長 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2016年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成28年度　学長表彰関係 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成28年度　死亡叙勲関係 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成28年度　生存者叙勲関係 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成28年度　名誉教授称号授与関係 人事課長 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2016年度 人事 服務・表彰 懲戒等 平成28年度　懲戒関係 人事課長 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2016年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成28年度　永年勤続者表彰関係（退職者含む） 人事課長 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2016年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成28年度　出勤簿（人事課分） 人事課長 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2016年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成28年度　職員代表委員会関係 人事課長 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2016年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成28年度　労使協定 人事課長 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2016年度 人事 服務・表彰兼業 平成28年度　学長・理事兼業１ 人事課長 2017年4月1日 兼業終了後3年 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰兼業 平成28年度　学長・理事兼業２ 人事課長 2017年4月1日 兼業終了後3年 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 健康 平成28年度　健康診断個人票 人事課長 2017年4月1日 退職後3年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 健康 平成28年度　前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 健康 平成28年度　後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 健康 平成28年度　安全衛生管理委員会 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 福利厚生 災害補償 平成28年度　災害補償関係（労災） 人事課長 2017年4月1日 完結後5年 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 管理一般 文書 文書管理 平成28年度　職員評価結果一覧① 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 管理一般 文書 文書管理 平成28年度　職員評価結果一覧② 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 管理一般 文書 文書管理 平成28年度　職員評価結果一覧③ 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 総括 平成28年度　内部規則等改正関係 人事課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 社会保険 平成27年度労働保険料精算・平成28年度労働保険料概算　　1/2 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 社会保険 平成27年度労働保険料精算・平成28年度労働保険料概算　　2/2 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　４月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　４月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　５月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　５月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　６月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　６月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　６月賞与 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　７月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　７月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　８月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　８月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　９月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　９月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　１０月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　１０月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　１１月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　１１月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　１２月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　１２月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　１２月賞与 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成29年　１月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成29年　１月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
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2016年度 人事 給与 総括 平成29年　２月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成29年　２月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成29年　３月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成29年　３月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年　給与支払報告書・法定調書 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年度　修正伝票  1/2 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年度　修正伝票  2/2 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年度　退職手当決議書　　　1/2 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年度　退職手当決議書　　　2/2 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 総括 平成28年度　戻入伝票 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 所得税・住民税 平成28年度　扶養控除申告書（TA/RA) 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 所得税・住民税 平成28年度　源泉徴収票再発行・給与支給証明書 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 所得税・住民税 平成28年度　住民税関係届出書 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 所得税・住民税 平成28年度　住民税決定・変更通知書 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 所得税・住民税 平成28年度　扶養控除申告書(医学部・病院) 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 所得税・住民税 平成28年度　扶養控除申告書(看護部) 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 所得税・住民税 平成28年度　扶養控除申告書(旦野原・王子) 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 所得税・住民税 平成28年源泉徴収票 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 給与 所得税・住民税 平成28年度　税務調査 給与支給担当 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 1/2 人事課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 2/2 人事課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度男女共同参画推進本部会議 人事課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2016年度 管理一般 総括 総括 平成28年度　業務支援関係 業務支援室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度人事政策会議 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度教員人事委員会 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度教員選考報告書 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 総括 総括 平成29年度人事異動関係綴 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 総括 平成29年度人事関係発来・調査報告　1/3 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 総括 平成29年度人事関係発来・調査報告　2/3 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 総括 平成29年度人事関係発来・調査報告　3/3 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 総括 平成29年度法人採用試験関係　1/2 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 総括 平成29年度法人採用試験関係　2/2 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度在外教育施設派遣教師 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度非常勤講師関係　1/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度非常勤講師関係　2/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度非常勤講師関係　3/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度ＴＡ・ＲＡ関係1/2 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度ＴＡ・ＲＡ関係2/2 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度労働契約書（挾間） 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度労働契約書（旦野原） 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度労働契約書（王子） 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度非常勤講師承諾書（個人、所属長） 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度人事異動関係（事務系）1/2 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度人事異動関係（事務系）2/2 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度人事異動関係（医療系）1/2 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度人事異動関係（医療系）2/2 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度人事異動関係（教育系）1/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度人事異動関係（教育系）2/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度人事異動関係（教育系）3/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度改姓及び本籍地変更届 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度外国人雇用状況届 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 休職・休業 平成29年度病休欠勤報告 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 任免 休職・休業 平成29年度育児休業・介護休業・病気休職等 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度調査・報告関係（給与）1/2 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度調査・報告関係（給与）2/2 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度給与水準公表関係（28年度実績） 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 基本給 平成29年度給与関係（本給調整額、昇格等）1/3 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 基本給 平成29年度給与関係（本給調整額、昇格等）2/3 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 基本給 平成29年度給与関係（本給調整額、昇格等）3/3 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（非常勤） 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．３ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．４ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．５ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．６ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．７ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．８ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．９ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１０ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１１ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１２ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１３ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄

27/328



国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１４ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１５ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１６ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１７ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１８ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１９ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２０ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２１ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 単身赴任手当（在職者分） 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 賞与 平成29年度期末勤勉手当関係 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 昇給 平成30年１月１日昇給 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成29年度　表彰関係（その他） 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 総括 職員団体 平成29年度　教職員組合関係 人事課長 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度　イコール・パートナーシップ委員会関係 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度　労働基準監督署への届出関係 人事課長 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2017年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成29年度　学長表彰関係 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成29年度　死亡叙勲関係 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成29年度　生存者叙勲関係 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成29年度　名誉教授称号授与関係 人事課長 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2017年度 人事 服務・表彰 懲戒等 平成29年度　懲戒関係 人事課長 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2017年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成29年度　永年勤続者表彰関係（退職者含む） 人事課長 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度　休暇簿（年次休暇用，病休・特休用） 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度　勤務時間報告書，時間外勤務命令簿（人事課分） 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度　週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度　出勤簿（人事課分） 人事課長 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2017年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成29年度　職員代表委員会関係 人事課長 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2017年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成29年度　労使協定 人事課長 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2017年度 人事 服務・表彰兼業 平成29年度　学長・理事兼業 人事課長 2018年4月1日 兼業終了後3年 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 健康 平成29年度　健康診断個人票 人事課長 2018年4月1日 退職後3年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 健康 平成29年度　前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 健康 平成29年度　後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 健康 平成29年度　安全衛生管理委員会 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 健康 平成29年度　ストレスチェック関係 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 災害補償 平成29年度　災害補償関係（労災） 人事課長 2018年4月1日 完結後5年 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 財形貯蓄 平成29年度　財形関係 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度　職員評価結果一覧① 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度　職員評価結果一覧② 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度　職員評価結果一覧③ 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 交通事故報告書 人事課長 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度　内部規則等改正関係 人事課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度給与・賞与等の調査 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 社会保険 平成28年度労働保険料精算・平成29年度労働保険料概算　　1/2 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 社会保険 平成28年度労働保険料精算・平成29年度労働保険料概算　　2/2 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 平成29年度 勤務時間報告書　　1/4　4～6月支給分 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 平成29年度 勤務時間報告書　　2/4　7～9月支給分 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 平成29年度 勤務時間報告書　　3/4　10～12月支給分 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 諸手当 平成29年度 勤務時間報告書　　4/4　1～3月支給分 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度共済組合掛金・貸付償還金・貯金積立金・団体積立終身保険金振込 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　４月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　４月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　５月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　５月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　６月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　６月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　６月賞与 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　７月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　７月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　８月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　８月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　９月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　９月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　１０月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　１０月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　１１月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　１１月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　１２月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　１２月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　１２月賞与 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成30年　１月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成30年　１月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成30年　２月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成30年　２月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成30年　３月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
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2017年度 人事 給与 総括 平成30年　３月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　給与支払報告書・法定調書 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　口座振込依頼書（４月～５月) 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　口座振込依頼書（６月～) 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年　口座振込依頼書（TA/RA) 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度　異動者記録票 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度　修正伝票  1/2 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度　修正伝票  2/2 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度　退職手当決議書　　　1/2 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度　退職手当決議書　　　2/2 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度　退職手当に係る書類送付 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度　戻入伝票 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 所得税・住民税 平成29年度　扶養控除申告書（TA/RA) 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 所得税・住民税 平成29年度　源泉徴収票再発行・給与支給証明書 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 所得税・住民税 平成29年度　住民税関係届出書 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 所得税・住民税 平成29年度　住民税決定・変更通知書 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 所得税・住民税 平成29年度　扶養控除申告書(医学部・病院) 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 所得税・住民税 平成29年度　扶養控除申告書(看護部) 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 所得税・住民税 平成29年度　扶養控除申告書(旦野原・王子) 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 所得税・住民税 平成29年源泉徴収票 給与支給担当 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年基準給与簿 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年職員別給与簿 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 総括 総括 平成29年度　旅行命令関係簿 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 雇用保険 平成29年度　雇用保険関係（資格取得届） 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 雇用保険 平成29年度　雇用保険被保険者証受払簿 給与支給担当 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 社会保険 平成29年度健康保険関係　1/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 社会保険 平成29年度健康保険関係　2/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 社会保険 平成29年度健康保険関係　3/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 社会保険 平成29年度非常勤職員算定基礎届 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 給与 社会保険 賞与等支払届 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 雇用保険 平成29年度雇用保険関係　1/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 雇用保険 平成29年度雇用保険関係　2/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 雇用保険 平成29年度雇用保険関係　3/3 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 雇用保険 育児休業給付金関係 1/2 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 雇用保険 育児休業給付金関係 2/2 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 1/2 人事課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 2/2 人事課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 人事 福利厚生 厚生費・レクリエーション 平成29年度保健経理 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度職員福利厚生運営委員会 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度ダイバーシティ推進本部会議及び運営委員会 人事課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度若手研究者・次世代育成事業 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度両立支援事業 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度広報・地域連携事業 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度研究サポーター事業 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度学会派遣支援関係 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度女子中高生の理系進路選択支援プログラム 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク（Q-wea） 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度通知・その他 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度調査回答 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度予算会計 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 教育 教育 レポート 平成29年度授業「男女共同参画入門」 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度旅行命令簿 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度委嘱伺 人事課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度　業務支援関係 業務支援室 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度 出勤簿 業務支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度 休暇簿 業務支援室 2018年4月1日 3年 2021年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度人事政策会議 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度教員人事委員会 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度教員選考報告書 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 総括 総括 平成30年度人事異動関係綴 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 総括 平成30年度人事関係発来・調査報告　1/3 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 総括 平成30年度人事関係発来・調査報告　2/3 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 総括 平成30年度人事関係発来・調査報告　3/3 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 総括 平成30年度法人採用試験関係　1/2 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 総括 平成30年度法人採用試験関係　2/2 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成３０年度在外教育施設派遣教師 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度非常勤講師関係　1/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度非常勤講師関係　2/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度非常勤講師関係　3/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度ＴＡ・ＲＡ関係1/2 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度ＴＡ・ＲＡ関係2/2 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度労働契約書（挾間） 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
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2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度労働契約書（旦野原） 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度労働契約書（王子） 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度非常勤講師承諾書（個人、所属長） 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度人事異動関係（事務系）1/2 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度人事異動関係（事務系）2/2 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度人事異動関係（医療系）1/2 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度人事異動関係（医療系）2/2 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度人事異動関係（教育系）1/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度人事異動関係（教育系）2/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度人事異動関係（教育系）3/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度改姓及び本籍地変更届 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度外国人雇用状況届 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 休職・休業 平成30年度病休欠勤報告 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 任免 休職・休業 平成30年度育児休業・介護休業・病気休職等 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度調査・報告関係（給与）1/2 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度調査・報告関係（給与）2/2 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度給与水準公表関係（29年度実績） 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 基本給 平成30年度給与関係（本給調整額、昇格等）1/3 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 基本給 平成30年度給与関係（本給調整額、昇格等）2/3 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 基本給 平成30年度給与関係（本給調整額、昇格等）3/3 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（非常勤） 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．３ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．４ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．５ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．６ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．７ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．８ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．９ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１０ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１１ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１２ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１３ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１４ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１５ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１６ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１７ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１８ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１９ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２０ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２１ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 単身赴任手当（在職者分） 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 賞与 平成30年度期末勤勉手当関係 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 昇給 平成31年１月１日昇給 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成30年度　表彰関係（その他） 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 総括 職員団体 平成30年度　教職員組合関係 人事課長 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度　イコール・パートナーシップ委員会関係 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度　労働基準監督署への届出関係 人事課長 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2018年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成30年度　学長表彰関係 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成30年度　死亡叙勲関係 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成30年度　生存者叙勲関係 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成30年度　名誉教授称号授与関係 人事課長 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2018年度 人事 服務・表彰 懲戒等 平成30年度　懲戒関係 人事課長 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2018年度 人事 服務・表彰 永年勤続 平成30年度　永年勤続者表彰関係（退職者含む） 人事課長 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度　休暇簿（年次休暇用，病休・特休用） 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰勤務時間 平成30年度　時間外勤務関係（事務連資料） 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰勤務時間 平成30年度　超勤関係（旦野原キャンパス） 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度　勤務時間報告書，時間外勤務命令簿（人事課分）１ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度　勤務時間報告書，時間外勤務命令簿（人事課分）２ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度　週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度　出勤簿（人事課分） 人事課長 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2018年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成30年度　職員代表委員会関係 人事課長 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2018年度 人事 服務・表彰 労使協定 平成30年度　労使協定 人事課長 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2018年度 人事 服務・表彰兼業 平成30年度　学長・理事兼業 人事課長 2019年4月1日 兼業終了後3年 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度　健康診断関係 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度　健康診断個人票 人事課長 2019年4月1日 退職後3年 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度　前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度　後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度　安全衛生管理委員会 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度　ストレスチェック関係 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 災害補償 平成30年度　災害補償関係（労災） 人事課長 2019年4月1日 完結後5年 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 財形貯蓄 平成30年度　財形関係 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
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2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度　教職員評価関係 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度　職員評価結果一覧① 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度　職員評価結果一覧② 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 交通事故報告書 人事課長 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度　内部規則等改正関係 人事課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 社会保険 平成29年度労働保険料精算・平成30年度労働保険料概算 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 平成30年度 勤務時間報告書　　1/4　4～6月支給分 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 平成30年度 勤務時間報告書　　2/4　7～9月支給分 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 平成30年度 勤務時間報告書　　3/4　10～12月支給分 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 諸手当 平成30年度 勤務時間報告書　　4/4　1～3月支給分 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度共済組合掛金・貸付償還金・貯金積立金・団体積立終身保険金振込 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　４月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　４月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　５月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　５月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　６月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　６月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　６月賞与 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　７月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　７月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　８月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　８月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　９月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　９月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　１０月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　１０月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　１１月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　１１月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　１２月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　１２月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　１２月賞与 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成31年　１月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成31年　１月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成31年　２月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成31年　２月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成31年　３月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成31年　３月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　給与支払報告書・法定調書 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　口座振込依頼書（４月～５月) 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　口座振込依頼書（６月～) 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年　口座振込依頼書（TA/RA) 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度　異動者記録票 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度　修正伝票 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度　退職手当決議書　　　1/2 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度　退職手当決議書　　　2/2 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度　退職手当に係る書類送付 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度　戻入伝票 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 所得税・住民税 平成30年度　扶養控除申告書（退職者等・TA/RA) 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 所得税・住民税 平成30年度　源泉徴収票再発行・給与支給証明書 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 所得税・住民税 平成30年度　住民税関係届出書 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 所得税・住民税 平成30年度　住民税決定・変更通知書 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 所得税・住民税 平成30年度　扶養控除申告書(医学部・病院) 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 所得税・住民税 平成30年度　扶養控除申告書(看護部) 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 所得税・住民税 平成30年度　扶養控除申告書(旦野原・王子) 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 所得税・住民税 平成30年源泉徴収票 給与支給担当 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年基準給与簿 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年職員別給与簿 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 総括 総括 平成30年度　旅行命令関係簿 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 雇用保険 平成30年度　雇用保険関係（資格取得届）　　　1/2 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 雇用保険 平成30年度　雇用保険関係（資格取得届）　　　2/2 給与支給担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度給与・賞与等の調査 給与支給担当 ######### 5年 ########## 紙 事務室 共済・給与支給グループ人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 社会保険 平成30年度健康保険関係　1/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 社会保険 平成30年度健康保険関係　2/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 社会保険 平成30年度健康保険関係　3/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 給与 社会保険 平成30年度非常勤職員算定基礎届 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 雇用保険 平成30年度雇用保険関係　1/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 雇用保険 平成30年度雇用保険関係　2/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 雇用保険 平成30年度雇用保険関係　3/3 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 雇用保険 育児休業給付金関係 1/2 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 雇用保険 育児休業給付金関係 2/2 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 1/3 人事課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 2/3 人事課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 3/3 人事課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
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2018年度 人事 福利厚生 厚生費・レクリエーション 平成30度保健経理 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度職員福利厚生運営委員会 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度ダイバーシティ推進本部会議及び運営委員会 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度若手研究者・次世代育成事業 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度両立支援事業 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度広報・地域連携事業 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度研究サポーター事業 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度学会派遣支援関係 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度女子中高生の理系進路選択支援プログラム 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク（Q-wea） 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度通知・その他 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度調査回答 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度予算会計 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 教育 教育 レポート 平成30年度授業「男女共同参画入門」 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度旅行命令簿 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度委嘱伺 人事課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度　業務支援関係 業務支援室 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度 出勤簿 業務支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度 休暇簿 業務支援室 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度人事政策会議 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度教員人事委員会 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度教員選考報告書 人事課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 総括 総括 令和元年度人事異動関係綴 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 総括 総括 令和元年度身上調書 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 令和元年度人事関係発来・調査報告　1/3 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 令和元年度人事関係発来・調査報告　2/3 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 令和元年度人事関係発来・調査報告　3/3 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 証明書（令和元年）　1/3 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 証明書（令和元年）　2/3 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 証明書（令和元年）　3/3 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 令和元年度法人採用試験関係　1/2 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 令和元年度法人採用試験関係　2/2 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度在外教育施設派遣教師 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度非常勤職員関係　1/5 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度非常勤職員関係　2/5 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度非常勤職員関係　3/5 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度非常勤職員関係　4/5 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度非常勤職員関係　5/5 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度非常勤講師関係　1/4 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度非常勤講師関係　2/4 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度非常勤講師関係　3/4 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度非常勤講師関係　4/4 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度ＴＡ・ＲＡ関係1/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度ＴＡ・ＲＡ関係2/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度ＴＡ・ＲＡ関係3/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度労働契約書（挾間） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度労働契約書（旦野原） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度労働契約書（王子） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度非常勤講師承諾書（個人、所属長） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度人事異動関係（事務系）1/2 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度人事異動関係（事務系）2/2 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度人事異動関係（医療系）1/2 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度人事異動関係（医療系）2/2 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度人事異動関係（教育系）1/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度人事異動関係（教育系）2/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度人事異動関係（教育系）3/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度改姓及び本籍地変更届 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度外国人雇用状況届 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 休職・休業 令和元年度病休欠勤報告 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 任免 休職・休業 令和元年度育児休業・介護休業・病気休職等 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年度調査・報告関係（給与）1/2 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年度調査・報告関係（給与）2/2 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年度給与水準公表関係（30年度実績） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 基本給 令和元年度給与関係（本給調整額、昇格等）1/3 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 基本給 令和元年度給与関係（本給調整額、昇格等）2/3 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 基本給 令和元年度給与関係（本給調整額、昇格等）3/3 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（非常勤） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．３ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
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2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．４ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．５ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．６ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．７ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．８ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．９ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１０ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１１ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１２ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１３ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１４ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１５ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１６ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１７ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１８ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１９ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２０ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２１ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 単身赴任手当（在職者分） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 退職手当 令和元年度退職手当関係　1/2 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 退職手当 令和元年度退職手当関係　2/2 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 賞与 令和元年度期末勤勉手当関係 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 昇給 令和２年１月１日昇給 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 勤務時間 勤務時間 令和元年度 勤務時間報告書・時間外勤務命令簿・病休欠勤等状況調査（人事課）①人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 勤務時間 勤務時間 令和元年度 勤務時間報告書・時間外勤務命令簿・病休欠勤等状況調査（人事課）②人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 時間外勤務関係（事務連資料） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 超勤関係（旦野原キャンパス） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（４月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（５月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（６月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（７月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（８月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（９月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（10月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（11月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（12月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（１月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（２月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年度 勤務状況表・勤務状況報告書（３月分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度 「勤務時間管理の手引」関係 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度 休暇簿（年次有給休暇用，病休・特休用） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 週休日の振替及び半日勤務時間の振替変更簿 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度 出勤簿（人事課分） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 兼業 令和元年度 兼業実施状況報告（平成30年度分） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰兼業 令和元年度 兼業・承認・報告（学長許可） 人事課長 2020年4月1日 兼業許可期間（最長4年）終了後3年########## 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 兼業 令和元年度 「兼業許可申請手続ガイド」新採用教員配付記録簿 集計表 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰兼業 令和元年度 学長・理事兼業 人事課長 2020年4月1日 兼業終了後3年########## 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 健康診断関係 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 健康診断個人票 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健管理センター 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 安全衛生管理委員会 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 衛生委員会 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 衛生関係綴 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰健康 令和元年度 ストレスチェック関係 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 作業環境測定関係・定期自主検査関係 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 前期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 後期作業環境測定結果報告書（３０年保存） 人事課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 前期作業環境測定結果報告書（３年保存） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 後期作業環境測定結果報告書（３年保存） 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 局所排気装置定期自主検査結果報告書 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度 遠心分離機定期自主検査結果報告書 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 人材育成 研修 令和元年度 学外研修関係① 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 人材育成 研修 令和元年度 学外研修関係② 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 人材育成 研修 令和元年度 学外研修関係③ 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 人材育成 研修 令和元年度 学外研修関係④ 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 人材育成 研修 令和元年度 学内研修関係① 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 人材育成 研修 令和元年度 学内研修関係② 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 人材育成 研修 令和元年度 学内研修関係③ 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 人材育成 研修 令和元年度 放送大学関係 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 財形貯蓄 令和元年度 財形関係 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
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2019年度 人事 総括 職員団体 令和元年度 教職員組合関係 人事課長 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2019年度 人事 服務・表彰 総括 令和元年度 労務管理一般 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 令和元年度 労務管理一般② 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 令和元年度 内部規則等改正関係 人事課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 令和元年度 労働基準監督署への届出関係 人事課長 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2019年度 人事 服務・表彰 総括 令和元年度 労働基準監督署への届出関係② 人事課長 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2019年度 人事 服務・表彰 総括 令和元年度 イコール・パートナーシップ委員会関係 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰統括 令和元年度 毎月勤労統計調査 人事課長 2020年4月1日 3年 ########## 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰統括 交通事故報告書 人事課長 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ人事課長
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度 教職員評価関係 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度 職員評価結果一覧① 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度 職員評価結果一覧② 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 令和元年度 生存者叙勲関係 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰栄典・表彰 令和元年度 死亡叙勲関係 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰栄典・表彰 令和元年度 特別名誉教授称号授与関係 人事課長 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ人事課長
2019年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 令和元年度 名誉教授称号授与関係 人事課長 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2019年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 令和元年度 学長表彰関係 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 永年勤続 令和元年度 表彰関係（その他） 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 永年勤続 令和元年度 永年勤続者表彰関係（退職者含む） 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 災害補償 令和元年度 災害補償関係【労災】 人事課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰総括 令和元年度 職員代表委員会関係 人事課長 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ人事課長
2019年度 人事 服務・表彰 懲戒等 令和元年度　懲戒関係 人事課長 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 人事課副課長 人事課長
2019年度 人事 給与 社会保険 平成30年度労働保険料精算・令和元年度労働保険料概算 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 令和元年度 勤務時間報告書　　1/4　4～6月支給分 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 令和元年度 勤務時間報告書　　2/4　7～9月支給分 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 令和元年度 勤務時間報告書　　3/4　10～12月支給分 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 諸手当 令和元年度 勤務時間報告書　　4/4　1～3月支給分 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄

2019年度 人事 給与 総括
令和元年度共済組合掛金・貸付償還金・貯金積立金・団体積立終身保険金振込
内訳書

給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄

2019年度 人事 給与 総括 平成31年　４月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 平成31年　４月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　５月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　５月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　６月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　６月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　６月賞与 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　７月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　７月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　８月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　８月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　９月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　９月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　１０月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　１０月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　１１月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　１１月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　１２月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　１２月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　１２月賞与 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和２年　１月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和２年　１月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和２年　２月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和２年　２月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和２年　３月給与　　1/2　常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和２年　３月給与　　2/2　非常勤 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　給与支払報告書・法定調書 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　口座振込依頼書（４月～６月) 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　口座振込依頼書（７月～) 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年　口座振込依頼書（退職者等・TA/RA) 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年度　異動者記録票 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年度　修正伝票 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年度　退職手当決議書　　　1/2 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年度　退職手当決議書　　　2/2 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年度　退職手当に係る書類送付 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年度　戻入伝票 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 所得税・住民税 令和元年度　扶養控除申告書（TA/RA) 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 所得税・住民税 令和元年度　源泉徴収票再発行・給与支給証明書 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 所得税・住民税 令和元年度　住民税関係届出書 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 所得税・住民税 令和元年度　住民税決定・変更通知書 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 所得税・住民税 令和元年度　扶養控除申告書(医学部・病院) 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 所得税・住民税 令和元年度　扶養控除申告書(看護部) 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 所得税・住民税 令和元年度　扶養控除申告書(旦野原・王子) 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
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2019年度 人事 給与 所得税・住民税 令和元年源泉徴収票 給与支給担当 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年基準給与簿 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年職員別給与簿 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 総括 総括 令和元年度　旅行命令関係簿 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 総括 総括 令和元年度　人事課総務関係 給与支給担当 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和元年度　雇用保険関係（資格取得届）　　　1/2 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和元年度　雇用保険関係（資格取得届）　　　2/2 給与支給担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年度　債権発生通知書 給与支給担当 ######### 5年 ########## 紙 事務室 共済・給与支給グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 総括 総括 令和元年度　債権差押関係書類 給与支給担当 ######### 5年 ########## 紙 事務室 共済・給与支給グループ人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 社会保険 令和元年度健康保険関係　1/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 社会保険 令和元年度健康保険関係　2/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 社会保険 令和元年度健康保険関係　3/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 給与 社会保険 令和元年度非常勤職員算定基礎届 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和元年度雇用保険関係　1/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和元年度雇用保険関係　2/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和元年度雇用保険関係　3/3 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 雇用保険 育児休業給付金関係 1/2 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 雇用保険 育児休業給付金関係 2/2 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 1/3 人事課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 2/3 人事課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 3/3 人事課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 厚生費・レクリエーション 令和元年度保健経理 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度職員福利厚生運営委員会 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度ダイバーシティ推進本部会議及び運営委員会 人事課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和元年度若手研究者・次世代育成事業 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和元年度両立支援事業 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和元年度広報・地域連携事業 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和元年度研究サポーター事業 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和元年度学会派遣支援関係 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和元年度女子中高生の理系進路選択支援プログラム 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和元年度九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク（Q-wea） 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和元年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和元年度通知・その他 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和元年度調査回答 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和元年度予算会計 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 教育 教育 レポート 令和元年度授業「男女共同参画入門」No.1 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 教育 教育 レポート 令和元年度授業「男女共同参画入門」No.2 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年度　業務支援関係 業務支援室 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度 出勤簿 業務支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度 休暇簿 業務支援室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 新型コロナウイルス感染症対策関連 人事課長 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2019年度 管理一般 文書 総括 令和1年度旅行命令簿 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 令和1年度委嘱伺 人事課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度人事政策会議 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度教員人事委員会 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度教員選考報告書 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 総括 総括 令和２年度人事異動関係綴 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 総括 総括 令和２年度身上調書 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 令和２年度人事関係発来・調査報告　1/3 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 令和２年度人事関係発来・調査報告　2/3 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 令和２年度人事関係発来・調査報告　3/3 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 証明書（令和２年）　1/3 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 証明書（令和２年）　2/3 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 証明書（令和２年）　3/3 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 令和２年度法人採用試験関係　1/2 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 令和２年度法人採用試験関係　2/2 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 令和２年度比較対象労働者の待遇等に関する情報提供 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度クロスアポイントメント制度 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度在外教育施設派遣教師 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度非常勤職員関係　1/5 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度非常勤職員関係　2/5 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度非常勤職員関係　3/5 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度非常勤職員関係　4/5 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度非常勤職員関係　5/5 人事課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度非常勤講師関係　1/5 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度非常勤講師関係　2/5 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度非常勤講師関係　3/5 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度非常勤講師関係　4/5 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度非常勤講師関係　5/5 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度ＴＡ・ＲＡ関係1/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度ＴＡ・ＲＡ関係2/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度ＴＡ・ＲＡ関係3/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
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2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度労働契約書（挾間） 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度労働契約書（旦野原） 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度労働契約書（王子） 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度非常勤講師承諾書（個人、所属長） 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度人事異動関係（事務系）1/2 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度人事異動関係（事務系）2/2 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度人事異動関係（医療系）1/2 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度人事異動関係（医療系）2/2 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度人事異動関係（教育系）1/4 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度人事異動関係（教育系）2/4 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度人事異動関係（教育系）3/4 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度人事異動関係（教育系）4/4 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度公募要領案 人事課長 2021年4月1日 公募期間終了後1年 2024年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度改姓及び本籍地変更届 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度外国人雇用状況届 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 休職・休業 令和２年度病休欠勤報告 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 任免 休職・休業 令和２年度育児休業・介護休業・病気休職等 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度調査・報告関係（給与）1/2 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度調査・報告関係（給与）2/2 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度給与水準公表関係（元年度実績） 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 基本給 令和２年度給与関係（本給調整額、昇格等）1/3 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 基本給 令和２年度給与関係（本給調整額、昇格等）2/3 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 基本給 令和２年度給与関係（本給調整額、昇格等）3/3 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（非常勤）No.1 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（非常勤）No.2 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（非常勤）No.3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．３ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．４ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．５ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．６ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．７ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．８ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．９ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１０ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１１ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１２ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１３ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１４ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１５ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１６ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１７ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１８ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１９ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２０ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２１ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 令和２年度大学院担当手当関係 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 単身赴任手当（在職者分） 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 退職手当 令和２年度退職手当関係　1/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 退職手当 令和２年度退職手当関係　2/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 退職手当 令和２年度退職手当関係　3/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 賞与 令和２年度期末勤勉手当関係 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 昇給 令和３年１月１日昇給　４月１日昇給（２号年俸制適用教員） 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 人材育成 研修 放送大学関係 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰兼業 学長・理事兼業 人事課長 ######### 兼業終了後3年########## 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰兼業 兼業・承認・報告（学長許可） 人事課長 ######### 兼業許可期間（最長4年）終了後3年########## 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 労務管理一般 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 人材育成 研修 学外研修関係① 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 人材育成 研修 学内研修関係① 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 人材育成 研修 学内研修関係② 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 勤務時間 勤務時間 勤務時間報告書・時間外勤務命令簿・病休欠勤等状況調査（人事課）① 人事課長 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 勤務時間 勤務時間 勤務時間報告書・時間外勤務命令簿・病休欠勤等状況調査（人事課）② 人事課長 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 健康 衛生委員会 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 健康 衛生関係綴 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 財形貯蓄 財形関係 人事課長 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 時間外勤務関係（事務連資料） 人事課長 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 労働基準監督署への届出関係 人事課長 ######### 無期限 紙 事務室 労務管理グループ人事課長
2020年度 人事 福利厚生 災害補償 災害補償関係【労災】 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
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2020年度 人事 服務・表彰兼業 兼業実施状況報告（令和元年度分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰栄典・表彰 死亡叙勲関係 人事課長 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 教職員評価関係 人事課長 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰総括 イコール・パートナーシップ委員会関係 人事課長 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 総括 職員団体 教職員組合関係① 人事課長 ######### 無期限 紙 事務室 労務管理グループ人事課長
2020年度 人事 総括 職員団体 教職員組合関係② 人事課長 ######### 無期限 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長
2020年度 人事 総括 職員団体 教職員組合関係③ 人事課長 ######### 無期限 紙 事務室 労務管理グループ人事課長
2020年度 人事 服務・表彰 総括 内部規則等改正関係 人事課長 ######### 30年 2051年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（４月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 永年勤続 表彰関係（その他） 人事課長 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰統括 毎月勤労統計調査 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 災害補償 災害補償関係【労災】 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 超勤関係（旦野原キャンパス） 人事課長 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰健康 ストレスチェック関係 人事課長 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 健康 健康診断関係 人事課長 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 健康 作業環境測定関係 人事課長 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（５月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（６月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（７月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰栄典・表彰 生存者叙勲関係 人事課長 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（８月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰永年勤続 永年勤続者表彰関係（退職者含む） 人事課長 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（９月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（１０月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（１１月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（１２月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰総括 職員代表委員会関係 人事課長 ######### 無期限 紙 事務室 労務管理グループ人事課長
2020年度 人事 服務・表彰 総括 労務管理一般② 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（１月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（２月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（３月分） 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 学長表彰関係 人事課長 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 名誉教授称号授与関係 人事課長 ######### 無期限 紙 事務室 労務管理グループ人事課長
2020年度 人事 服務・表彰 健康 新型コロナウイルス感染症対策関連 人事課長 ######### 無期限 紙 事務室 労務管理グループ人事課長
2020年度 管理一般 文書 文書管理 職員評価結果一覧① 人事課長 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 職員評価結果一覧② 人事課長 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年／令和2年度　出勤簿 人事課長 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年／令和2年度　休暇簿 人事課長 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 労務管理グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 懲戒等 令和２年度　懲戒関係 人事課長 ######### 無期限 紙 事務室 人事課副課長 人事課長
2020年度 人事 給与 社会保険 令和元年度労働保険料精算・令和２年度労働保険料概算１／２ 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 社会保険 令和元年度労働保険料精算・令和２年度労働保険料概算２／２ 給与支給担当 ######### 7年 ########## 紙 事務室 共済・給与支給グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度　債権差押関係書類 給与支給担当 ######### 5年 ########## 紙 事務室 共済・給与支給グループ人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 令和２年度 勤務時間報告書　　1/4　4～6月支給分 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 令和２年度 勤務時間報告書　　2/4　7～9月支給分 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 令和２年度 勤務時間報告書　　3/4　10～12月支給分 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 諸手当 令和２年度 勤務時間報告書　　4/4　1～3月支給分 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度共済組合掛金・貸付償還金・貯金積立金・団体積立終身保険金振込内訳書給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　４月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　５月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　６月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　６月賞与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　７月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　８月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　９月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　１０月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　１１月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　１２月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　１２月賞与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和３年　１月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和３年　２月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和３年　３月給与 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　給与支払報告書・法定調書 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　口座振込依頼書（４月～５月) 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　口座振込依頼書（６月～) 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年　口座振込依頼書（TA/RA) 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度　異動者記録票 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度　修正伝票 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度　退職手当決議書　　　1/2 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度　退職手当決議書　　　2/2 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度　退職手当に係る書類送付 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度　戻入伝票 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
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2020年度 人事 給与 所得税・住民税 令和２年度　扶養控除申告書（退職者等・TA/RA) 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 所得税・住民税 令和２年度　源泉徴収票再発行・給与支給証明書 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 所得税・住民税 令和２年度　住民税関係届出書 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 所得税・住民税 令和２年度　住民税決定・変更通知書 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 所得税・住民税 令和２年度　扶養控除申告書(医学部・病院) 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 所得税・住民税 令和２年度　扶養控除申告書(看護部) 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 所得税・住民税 令和２年度　扶養控除申告書(旦野原・王子) 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 所得税・住民税 令和２年源泉徴収票 給与支給担当 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年基準給与簿 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年職員別給与簿 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 総括 総括 令和２年度　旅行命令関係簿 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 総括 総括 令和２年度　人事課総務関係 給与支給担当 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和２年度　雇用保険関係（資格取得届）　　　1/2 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和２年度　雇用保険関係（資格取得届）　　　2/2 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度　債権発生通知書 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年度　給与・賞与等の調査 給与支給担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 社会保険 令和２年度健康保険関係　1/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 社会保険 令和２年度健康保険関係　2/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 社会保険 令和２年度健康保険関係　3/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 給与 社会保険 令和２年度非常勤職員算定基礎届 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和２年度雇用保険関係　1/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和２年度雇用保険関係　2/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和２年度雇用保険関係　3/3 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 雇用保険 育児休業給付金関係　1/2 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 雇用保険 育児休業給付金関係  2/2 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 1/3 人事課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 2/3 人事課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 3/3 人事課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 倉庫 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 厚生費・レクリエーション 令和２年度保健経理 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度職員福利厚生運営委員会 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 共済・給与支給グループ 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度ダイバーシティ推進本部会議及び運営委員会 人事課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度若手研究者・次世代育成事業 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度両立支援事業 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度広報・地域連携事業 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度研究サポーター事業 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度学会派遣支援関係 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度女子中高生の理系進路選択支援プログラム 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク（Q-wea） 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度通知・その他 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度調査回答 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度予算会計 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 教育 教育 レポート 令和2年度授業「ダイバーシティ入門」 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度旅行命令簿 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 令和2年度委嘱伺 人事課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度 出勤簿 業務支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度 休暇簿 業務支援室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 業務支援室 業務支援室 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度人事政策会議 人事管理グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度教員人事委員会 人事管理グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度教員選考報告書 人事管理グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 総括 総括 令和3年度人事異動関係綴 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 総括 総括 令和3年度身上調書 人事管理グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 内部規則等改正関係 人事管理グループ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 総括 令和3年度人事関係発来・調査報告　1/3 人事管理グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 総括 令和3年度人事関係発来・調査報告　2/3 人事管理グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 総括 令和3年度人事関係発来・調査報告　3/3 人事管理グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 総括 証明書（令和3年）　1/3 人事管理グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 総括 証明書（令和3年）　2/3 人事管理グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 総括 証明書（令和3年）　3/3 人事管理グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度法人採用試験関係　1/2 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度法人採用試験関係　2/2 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 比較対象労働者の待遇等に関する情報提供 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度クロスアポイントメント制度 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度在外教育施設派遣教師 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度非常勤職員関係　1/5 人事管理グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度非常勤職員関係　2/5 人事管理グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度非常勤職員関係　3/5 人事管理グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度非常勤職員関係　4/5 人事管理グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度非常勤職員関係　5/5 人事管理グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度非常勤講師関係　1/5 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度非常勤講師関係　2/5 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度非常勤講師関係　3/5 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
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2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度非常勤講師関係　4/5 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度ＴＡ・ＲＡ関係1/3 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度ＴＡ・ＲＡ関係2/3 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度労働契約書（挾間） 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度労働契約書（旦野原） 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度労働契約書（王子） 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度非常勤講師承諾書（個人、所属長） 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度人事異動関係（事務系）1/2 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度人事異動関係（事務系）2/2 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度人事異動関係（医療系）1/3 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度人事異動関係（医療系）2/3 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度人事異動関係（医療系）3/3 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度人事異動関係（教育系）1/4 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度人事異動関係（教育系）2/4 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度人事異動関係（教育系）3/4 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度人事異動関係（教育系）4/4 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度公募要領案 人事管理グループ 2022年4月1日 公募期間終了後1年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度改姓及び本籍地変更届 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和3年度外国人雇用状況届 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 休職・休業 令和3年度病休欠勤報告 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 任免 休職・休業 令和3年度育児休業・介護休業・病気休職等 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和3年度調査・報告関係（給与）1/2 人事管理グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和3年度調査・報告関係（給与）2/2 人事管理グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和3年度給与水準公表関係（2年度実績） 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 基本給 令和3年度給与関係（本給調整額、昇格等）1/3 人事管理グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 基本給 令和3年度給与関係（本給調整額、昇格等）2/3 人事管理グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 基本給 令和3年度給与関係（本給調整額、昇格等）3/3 人事管理グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（非常勤）No.1 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（非常勤）No.2 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（非常勤）No.３ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．３ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．４ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．５ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．６ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．７ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．８ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．９ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１０ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１１ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１２ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１３ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１４ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１５ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１６ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１７ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１８ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．１９ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２０ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当在職者分（常勤）Ｎｏ．２１ 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 令和3年度大学院担当手当関係 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 単身赴任手当（在職者分） 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 退職手当 令和3年度退職手当関係　1/3 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 退職手当 令和3年度退職手当関係　2/3 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 退職手当 令和3年度退職手当関係　3/3 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 賞与 令和3年度期末勤勉手当関係 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 昇給 令和4年1月1日昇給　4月1日昇給（２号年俸制適用教員） 人事管理グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 懲戒等 令和３年度　懲戒関係 人事課副課長 ######### 無期限 紙 事務室 人事課 人事課長
2021年度 人事 人材育成 研修 放送大学関係 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 人材育成 研修 学外研修関係① 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 人材育成 研修 学内研修関係① 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 財形貯蓄 財形関係 労務管理グループ ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 総括 労務管理一般 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 学長・理事兼業 労務管理グループ ######### 兼業終了後3年 ########## 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 兼業・承認・報告（学長許可） 労務管理グループ ######### 兼業許可期間（最長4年）終了後3年 ########## 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書　（４月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（５月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（６月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 勤務時間 勤務時間 勤務時間報告書・時間外勤務命令簿・病休欠勤等状況調査（人事課）① 労務管理グループ ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
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2021年度 人事 勤務時間 勤務時間 勤務時間報告書・時間外勤務命令簿・病休欠勤等状況調査（人事課）② 労務管理グループ ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 災害補償 災害補償関係【労災】 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 健康診断関係 労務管理グループ ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰健康 ストレスチェック関係 労務管理グループ ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰総括 イコール・パートナーシップ委員会関係 労務管理グループ ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 教職員評価関係 労務管理グループ ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 総括 職員団体 教職員組合関係① 労務管理グループ ######### 無期限 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰総括 職員代表委員会関係 労務管理グループ ######### 無期限 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 総括 内部規則等改正関係 労務管理グループ ######### 30年 2052年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 総括 労働基準監督署への届出関係 労務管理グループ ######### 無期限 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰永年勤続 表彰関係（その他） 労務管理グループ ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰栄典・表彰 死亡叙勲関係 労務管理グループ ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 新型コロナウイルス感染症対策関連 労務管理グループ ######### 無期限 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 衛生委員会 労務管理グループ ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 超勤関係（旦野原キャンパス） 労務管理グループ ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 人材育成 研修 サバティカル関係 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 統括 毎月勤労統計調査 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（７月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（８月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（９月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（10月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（11月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（12月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（１月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（２月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 勤務状況表・勤務状況報告書（３月分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 衛生関係綴 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰兼業 兼業実施状況報告（令和２年度分） 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 時間外勤務関係（事務連資料） 労務管理グループ ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰永年勤続 永年勤続者表彰関係（退職者含む） 労務管理グループ ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰栄典・表彰 生存者叙勲関係 労務管理グループ ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰健康 作業環境測定関係 労務管理グループ ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 局所排気装置定期自主検査 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 遠心機械定期自主検査 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年／令和3年度　出勤簿 労務管理グループ ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年／令和3年度　休暇簿 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 学長表彰関係 労務管理グループ ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 名誉教授称号授与関係 労務管理グループ ######### 無期限 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 文書 文書管理 職員評価結果一覧① 労務管理グループ ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 文書 文書管理 職員評価結果一覧② 労務管理グループ ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 「勤務時間管理の手引」関係 労務管理グループ ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 社会保険 令和２年度労働保険料精算・令和３年度労働保険料概算１／２ 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 社会保険 令和２年度労働保険料精算・令和３年度労働保険料概算２／２ 共済・給与支給グループ（給与支給担当） ######### 7年 ########## 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 令和３年度 勤務時間報告書　　1/4　4～6月支給分 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 令和３年度 勤務時間報告書　　2/4　7～9月支給分 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 令和３年度 勤務時間報告書　　3/4　10～12月支給分 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 諸手当 令和３年度 勤務時間報告書　　4/4　1～3月支給分 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年度共済組合掛金・貸付償還金・貯金積立金・団体積立終身保険金振込内訳書共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　４月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　５月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　６月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　６月賞与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　７月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　８月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　９月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　１０月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　１１月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　１２月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　１２月賞与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和４年　１月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和４年　２月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和４年　３月給与 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　給与支払報告書・法定調書 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　口座振込依頼書（４月～５月) 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　口座振込依頼書（６月～) 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年　口座振込依頼書（TA/RA) 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年度　異動者記録票 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年度　修正伝票 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年度　退職手当決議書　　　1/2 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年度　退職手当決議書　　　2/2 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
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2021年度 人事 給与 総括 令和３年度　退職手当に係る書類送付 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年度　戻入伝票 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 所得税・住民税 令和３年度　扶養控除申告書（退職者等・TA/RA) 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 所得税・住民税 令和３年度　源泉徴収票再発行・給与支給証明書 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 所得税・住民税 令和３年度　住民税関係届出書 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 所得税・住民税 令和３年度　住民税決定・変更通知書 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 所得税・住民税 令和３年度　扶養控除申告書(医学部・病院) 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 所得税・住民税 令和３年度　扶養控除申告書(看護部) 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 所得税・住民税 令和３年度　扶養控除申告書(旦野原・王子) 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 所得税・住民税 令和３年源泉徴収票 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年基準給与簿 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年職員別給与簿 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 総括 総括 令和３年度　旅行命令関係簿 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 総括 総括 令和３年度　人事課総務関係 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和３年度　雇用保険関係（資格取得届）　　　1/2 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和３年度　雇用保険関係（資格取得届）　　　2/2 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年度　債権発生通知書 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年度　給与・賞与等の調査 共済・給与支給グループ（給与支給担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年度　債権差押関係書類 共済・給与支給グループ（給与支給担当） ######### 5年 ########## 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 厚生費・レクリエーション 令和３年度保健経理 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和３年度雇用保険関係　1/4 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和３年度雇用保険関係　2/4 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和３年度雇用保険関係　3/4 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和３年度雇用保険関係　4/4 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和３年度健康保険関係（産休・育休関連）　1/1 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和３年度育児休業給付金関係 　1/2 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 令和３年度育児休業給付金関係 　2/2 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 1/3 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 2/3 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 雇用保険 ６０歳到達時賃金月額証明書及び高年齢雇用継続給付受給資格確認票 3/3 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 社会保険 令和３年度健康保険関係　1/2 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 社会保険 令和３年度健康保険関係　2/2 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 給与 社会保険 令和３年度非常勤職員算定基礎届 共済・給与支給グループ（共済担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度ダイバーシティ推進本部会議及び運営委員会 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度若手研究者・次世代育成事業 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度両立支援事業 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度広報・地域連携事業 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度研究サポーター事業 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度学会派遣支援関係 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度女子中高生の理系進路選択支援プログラム ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク（Q-wea） ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度通知・その他 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度調査回答 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度予算会計 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 教育 教育 レポート 令和3年度授業「ダイバーシティ入門」 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 教育 教育 レポート 令和3年度授業「ダイバーシティ入門」(フィードバックペーパー) ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度旅行命令簿 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和3年度委嘱伺 ダイバーシティ推進支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 男女共同参画推進室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度　業務支援関係 業務支援室 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 業務支援室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度　雑件 業務支援室 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 業務支援室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度 出勤簿 業務支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 業務支援室 人事課 人事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度 休暇簿 業務支援室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 業務支援室 人事課 人事課長 廃棄
1992年度 （旧）学術協力課 その他 総括 平成4年度国際規制物資 地域連携推進室研究協力係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
1993年度 （旧）学術協力課 その他 総括 平成5年度国際規制物資 地域連携推進室研究協力係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
1994年度 （旧）学術協力課 その他 総括 平成6年度国際規制物資 地域連携推進室研究協力係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
1995年度 （旧）学術協力課 その他 総括 平成7年度国際規制物資 地域連携推進室研究協力係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
1996年度 （旧）学術協力課 その他 総括 平成8年度国際規制物資 地域連携推進室研究協力係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

1996年度 （旧）学術協力課 国際交流 学術交流協定 平成8年度外国の大学等との学術交流協定締結 地域連携推進室地域交流係 1997年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

1997年度 （旧）学術協力課 その他 総括 平成9年度国際規制物資 地域連携推進室研究協力係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

1997年度 （旧）学術協力課 国際交流 学術交流協定 平成9年度外国の大学等との学術交流協定締結 地域連携推進室地域交流係 1998年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

1998年度 （旧）学術協力課 その他 総括 平成10年度国際規制物資 地域連携推進室研究協力係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

1998年度 （旧）学術協力課 国際交流 学術交流協定 平成10年度外国の大学等との学術交流協定締結 地域連携推進室地域交流係 1999年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

1999年度 （旧）学術協力課 その他 総括 平成11年度国際規制物資 地域連携推進室研究協力係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

1999年度
（旧）地域連携推
進課

総括 公印監守 平成11年度公印改廃 地域連携推進室広報企画係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

1999年度 （旧）学術協力課 国際交流 学術交流協定 平成11年度外国の大学等との学術交流協定締結 地域連携推進室地域交流係 2000年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2000年度 （旧）学術協力課 その他 総括 平成12年度国際規制物資 地域連携推進室研究協力係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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2000年度 （旧）学術協力課 国際交流 学術交流協定 平成12年度外国の大学等との学術交流協定締結 地域連携推進室地域交流係 2001年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2001年度 （旧）学術協力課 その他 総括 平成13年度国際規制物資 地域連携推進室研究協力係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2001年度 （旧）学術協力課 国際交流 学術交流協定 平成13年度外国の大学等との学術交流協定締結 地域連携推進室地域交流係 2002年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2002年度
（旧）コミュニティ
総合研究センター

総括 公印監守 平成14年度公印作成 地域連携推進室広報企画係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2002年度 （旧）学術協力課 国際交流 学術交流協定 平成14年度外国の大学等との学術交流協定締結 地域連携推進室地域交流係 2003年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2002年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成14年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2003年度 （旧）学術協力課 その他 総括 平成15年度国際規制物資 学術協力課研究協力係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2003年度 （旧）留学生課 留学生 学生交流協定 平成15年度大学間交流協定関係 留学生課短期交流係 2004年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2003年度 （旧）学術協力課 国際交流 学術交流協定 平成15年度外国の大学等との学術交流協定締結 学術協力課国際企画係 2004年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2003年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成15年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2004年度 その他 平成16年度国際規制物資 学術協力課研究協力係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2004年度 （旧）学術協力課 留学生 学生交流協定 平成16年度大学間交流協定関係 留学生課短期交流係 2005年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2004年度 （旧）学術協力課 国際交流 学術交流協定 平成16年度外国の大学等との学術交流協定締結 学術協力課国際企画係 2005年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2004年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成16年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2005年度 その他 平成17年度国際規制物資 学術協力課研究助成係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2005年度 （旧）学術協力課 留学生 学生交流協定 平成17年度大学間交流協定関係 留学生課短期交流係 2006年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2005年度 （旧）学術協力課 国際交流 学術交流協定 平成17年度外国の大学等との学術交流協定締結 学術協力課国際企画係 2006年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2005年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成17年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2006年度 その他 平成18年度国際規制物資 研究推進課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2006年度 （旧）学術協力課 国際交流 学術交流協定 平成18年度外国の大学等との学術交流協定締結 地域連携推進課 2007年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2006年度 （旧）留学生課 国際交流 学生交流協定 平成18年度国際交流協定締結 地域連携推進課 2007年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2006年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成18年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2007年度 その他 平成19年度国際規制物資 研究・社会連携課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2007年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成19年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2008年度 その他 平成20年度国際規制物資 研究・社会連携課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2008年度 教育研究協力 平成20年度産業技術研究助成事業助成金（ＮＥＤＯ） 研究・社会連携課 2009年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2008年度 教育研究協力 平成20年度大分県森林環境保全推進関係事業費補助金 研究・社会連携課 2009年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2008年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成20年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2009年度 その他 平成21年度国際規制物資 研究・社会連携課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2009年度 教育研究協力 振興調整費（ピロリ） 研究・社会連携課 2010年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2009年度 教育研究協力 平成21年度産業技術研究助成事業助成金（ＮＥＤＯ） 研究・社会連携課 2010年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2009年度 教育研究協力 平成21年度大分県森林環境保全推進関係事業費補助金 研究・社会連携課 2010年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2009年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成21年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2010年度 その他 平成22年度国際規制物資 研究協力課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2010年度 教育研究協力 平成22年度科学研究費補助金 研究協力課 2011年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2010年度 教育研究協力
平成22年度科学技術総合推進費補助金（科学技術振興調整費）女性研究者支援
モデル育成

研究協力課 2011年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2010年度 教育研究協力 平成22年度産業技術研究助成事業助成金（ＮＥＤＯ） 研究協力課 2011年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2010年度 教育研究協力 平成22年度大分県森林環境保全推進関係事業費補助金 研究協力課 2011年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2010年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成22年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2011年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成23年度科学技術人材育成費補助金　女性研究者研究活動支援事業 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成23年度科学技術人材育成費補助金　テニュアトラック普及・定着事業 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成23年度科学研究費補助金　第1・2種 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成23年度科学研究費助成事業　第3種 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成23年度科学研究費補助金　奨励研究 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成23年度科学研究費補助金　研究成果公開促進費 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成23年度科学研究費補助金　特別研究員奨励費 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成23年度科学研究費補助金　その他 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成23年度科学研究費助成事業　分担金 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成23年度科学研究費補助金研究分担者承諾書 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成23年度厚生労働科学研究費補助金　研究代表者 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成23年度厚生労働科学研究費補助金等　研究分担者 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2011年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 環境研究総合推進費補助金（天尾） 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2011年度 研究・社会連携 規制物質等
その他物質・薬物・毒
劇物等

平成23年度国際規制物質 研究協力課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2011年度 教育研究協力 研究資金 競争的資金 平成23年度産業技術研究助成事業助成金（ＮＥＤＯ） 研究協力課 2012年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2011年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成23年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度研究戦略・推進部門会議 研究協力課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度全学研究推進機構運営会議 研究協力課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 予算 平成25年度概算要求 研究協力課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 予算 平成24年度予算関係 研究協力課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費補助金　第1・2種 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費助成事業　第3種① 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費助成事業　第3種② 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費補助金　奨励研究 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費補助金　研究成果公開促進費 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費補助金　特別研究員奨励費 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費補助金　研究活動スタート支援 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費助成事業（その他） 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費助成事業　分担金（他大学へ） 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から） 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費助成事業分担金研究分担者承諾書 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度厚生労働科学研究費補助金　研究代表者 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度厚労科研【分担研究】① 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度厚労科研【分担研究】② 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度厚生労働科学研究費補助金等（研究分担者） 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度厚労科研【大橋班】研究分担者経理書類① 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度厚労科研【大橋班】研究分担者経理書類② 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度厚労科研【北野班】研究分担者経理書類 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度環境研究総合推進費補助金 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成24年度科学技術人材育成費補助金　テニュアトラック普及・定着事業 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成24年度科学技術人材育成費補助金　女性研究者研究活動支援事業 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成24年度東九州メディカルバレー構想 研究協力課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 実験・研究 実験・研究 平成24年度組換えＤＮＡ実験 研究協力課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 規制物質等
その他物質・薬物・毒
劇物等

平成24年度国際規制物質 研究協力課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成24年度年度計画 研究協力課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度研究不正コンプライアンス室 研究協力課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度産業技術研究助成事業助成金（ＮＥＤＯ） 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費助成事業【補助金】 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費助成事業【助成金】 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度科学研究費助成事業【補助金・助成金】 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成24年度厚生労働科学研究費補助金 研究協力課 2013年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度福祉科学研究センター運営委員会 福祉科学研究センター 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成24年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2013年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成25年度年度計画 研究協力課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度研究戦略・推進部門会議 研究協力課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度研究不正コンプライアンス室 研究協力課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度全学研究推進機構運営会議 研究協力課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成26年度概算要求 研究協力課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成25年度予算関係 研究協力課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費補助金　第1・2種 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費助成事業　第3種① 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費助成事業　第3種② 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費助成事業【補助金】 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費助成事業【助成金】 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費助成事業【補助金・助成金】 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費補助金　奨励研究 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費補助金　研究成果公開促進費 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費補助金　特別研究員奨励費 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費補助金　研究活動スタート支援 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費助成事業（その他） 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費助成事業　分担金（他大学へ） 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から） 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度科学研究費助成事業分担金研究分担者承諾書 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度厚生労働科学研究費補助金 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度厚生労働科学研究費補助金　研究代表者 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度厚労科研【分担研究】① 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度厚労科研【分担研究】② 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度厚生労働科学研究費補助金等（研究分担者） 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度厚労科研【兼板班】研究分担者経理書類① 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度厚労科研【兼板班】研究分担者経理書類② 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度厚労科研【北野班】研究分担者経理書類 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成25年度環境研究総合推進費補助金 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成25年度科学技術人材育成費補助金　テニュアトラック普及・定着事業 研究協力課 2014年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成25年度東九州メディカルバレー構想 研究協力課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 実験・研究 実験・研究 平成25年度組換えＤＮＡ実験 研究協力課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 研究・社会連携 規制物質等
その他物質・薬物・毒
劇物等

平成25年度国際規制物質 研究協力課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度福祉科学研究センター運営委員会 福祉科学研究センター 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成25年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2014年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成26年度年度計画 研究協力課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度研究戦略・推進部門会議 研究協力課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度研究不正コンプライアンス室 研究協力課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度全学研究推進機構運営会議 研究協力課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成27年度概算要求 研究協力課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成26年度予算関係 研究協力課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費補助金　第1・2種 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費助成事業　第3種① 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費助成事業　第3種② 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費助成事業　第3種③ 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費助成事業【補助金】 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費助成事業【助成金】 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費助成事業【補助金・助成金】 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費補助金　奨励研究 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費補助金　研究成果公開促進費 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費補助金　特別研究員奨励費 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費補助金　研究活動スタート支援 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費助成事業（その他） 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費助成事業　分担金（他大学へ） 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）① 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）② 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度科学研究費助成事業分担金研究分担者承諾書 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度厚生労働科学研究費補助金／委託費 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度厚生労働科学研究費補助金研究代表者（兼板） 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度厚生労働科学研究費補助金研究分担者　経理書類 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度厚生労働科学研究費委託費　研究分担者　経理書類① 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度厚生労働科学研究費委託費　研究分担者　経理書類② 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度厚生労働科学研究費委託費　研究分担者　経理書類③ 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度厚生労働科学研究費補助金　研究分担者 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度厚生労働科学研究費補助金　研究分担者 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度厚労科研【兼板班】研究分担者経理書類 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成26年度環境研究総合推進費補助金 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成26年度科学技術人材育成費補助金　テニュアトラック普及・定着事業 研究協力課 2015年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成26年度東九州メディカルバレー構想 研究協力課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 実験・研究 実験・研究 平成26年度組換えＤＮＡ実験 研究協力課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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2014年度 研究・社会連携 規制物質等
その他物質・薬物・毒
劇物等

平成26年度国際規制物質 研究協力課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度福祉科学研究センター運営委員会 福祉科学研究センター 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成26年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2015年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成27年度年度計画 研究協力課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度研究戦略・推進部門会議 研究協力課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度研究不正コンプライアンス室 研究協力課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度全学研究推進機構運営会議 研究協力課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成28年度概算要求 研究協力課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度予算関係 研究協力課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度科学研究費補助金　第1・2種 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度科学研究費助成事業　第3種① 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度科学研究費助成事業　第3種② 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度実績報告書（写）※補助金分・一部基金・奨励 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度実績報告書（写）・実施状況報告書（写）※助成金分 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度科学研究費補助金　奨励研究 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度科学研究費補助金　研究成果公開促進費 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度科学研究費補助金　研究活動スタート支援 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度科学研究費助成事業（その他） 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度科学研究費助成事業　分担金（他大学へ） 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）① 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）② 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度科学研究費助成事業分担金研究分担者承諾書 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度厚生労働科学研究費補助金／委託費 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度厚生労働科学研究費補助金研究代表者（兼板） 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度厚生労働科学研究費補助金研究分担者　経理書類 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度厚生労働科学研究費委託費　研究分担者　経理書類① 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度厚生労働科学研究費委託費　研究分担者　経理書類② 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度厚生労働科学研究費委託費　研究分担者　経理書類③ 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度厚生労働科学研究費補助金　研究分担者 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度厚生労働科学研究費補助金　研究分担者 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度厚労科研【兼板班】研究分担者経理書類 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成27年度環境研究総合推進費補助金 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成27年度科学技術人材育成費補助金　テニュアトラック普及・定着事業 研究協力課 2016年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成27年度東九州メディカルバレー構想 研究協力課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 実験・研究 実験・研究 平成27年度組換えＤＮＡ実験 研究協力課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 研究・社会連携 規制物質等
その他物質・薬物・毒
劇物等

平成27年度国際規制物質 研究協力課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度福祉科学研究センター運営委員会 福祉科学研究センター 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 研究倫理教育修了証書（平成26年度～平成30年度） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成27年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2016年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成28年度年度計画 研究協力係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度研究戦略・推進部門会議 研究協力係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度研究不正コンプライアンス室 研究協力係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度全学研究推進機構運営会議 研究協力係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 兼業 平成28年度兼業関係 研究協力係 2017年4月1日 兼業終了後3年 2024年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成29年度概算要求 研究協力係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度予算関係 研究協力係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費補助金　第1・2種 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費助成事業　第3種① 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費助成事業　第3種② 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費助成事業　第3種③ 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度実績報告書（写）※補助金分・一部基金・奨励 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度実績報告書（写）・実施状況報告書（写）※助成金分 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費補助金　奨励研究 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費補助金　研究成果公開促進費 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費補助金　研究活動スタート支援 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費補助金（国際共同研究加速基金） 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28度科学研究費助成事業（その他） 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度藤田記念医学研究振興基金 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費助成事業　分担金（他大学へ） 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）① 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）② 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度科学研究費助成事業分担金研究分担者承諾書 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2029年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度補助金・助成金 研究協力係 2017年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成28年度東九州メディカルバレー構想 研究協力係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 実験・研究 実験・研究 平成28年度組換えＤＮＡ実験 研究協力係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 規制物質等
その他物質・薬物・毒
劇物等

平成28年度国際規制物質 研究協力係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度日本医療研究開発機構受託研究費① 研究・社会連携課 2017年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度日本医療研究開発機構受託研究費② 研究・社会連携課 2017年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度日本医療研究開発機構受託研究費③ 研究・社会連携課 2017年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度日本医療研究開発機構受託研究費④ 研究・社会連携課 2017年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成28年度厚生労働科学研究費補助金研究分担者① 研究・社会連携課 2017年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度福祉科学研究センター運営委員会 福祉科学研究センター 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成28年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度福祉科学研究センター運営委員会 福祉科学研究センター 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度内部監査等 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成29年度厚生労働科学研究費補助金に係る経理管理・監査等の実施状況報 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度法人文書管理 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成29年度年度計画 研究協力係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 学外会議 第37回国立大学法人等研究協力部課長会議 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度研究戦略・推進部門会議 研究協力係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度研究不正コンプライアンス室 研究協力係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度全学研究推進機構運営会議 研究協力係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度一般文書① 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度諸調査① 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度諸調査② 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 郵便 平成29年度郵便発送請求書 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 人事 任免 非常勤職員等 平成29年度非常勤職員 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度休暇簿 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29度旅行命令簿（研究協力課・福祉科学研究センター） 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿（全学研究推進機構） 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度勤務時間報告書 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度病・休欠勤届 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 兼業 平成29年度兼業関係 研究協力係 2018年4月1日 兼業終了後3年 2025年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29度謝金 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度研究資金立替① 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度研究資金立替② 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度研究資金立替③ 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度研究資金立替④ 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度物品使用簿 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度概算要求 研究協力係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度学長裁量経費 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度予算関係 研究協力係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度間接経費執行実績報告書 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費補助金　第1・2種 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費助成事業　第3種① 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費助成事業　第3種② 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費助成事業　第3種③ 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度実績報告書（写）※補助金分・一部基金・奨励 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度実績報告書（写）・実施状況報告書（写）※助成金分 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費補助金　奨励研究 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費補助金　研究成果公開促進費 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費補助金　研究活動スタート支援 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費補助金（国際共同研究加速基金） 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29度科学研究費助成事業（その他） 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度藤田記念医学研究振興基金 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費助成事業　分担金（他大学へ） 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）① 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）② 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費助成事業分担金研究分担者承諾書 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年
研究期間最長７年） 2030年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度公募助成関係 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度補助金・助成金 研究協力係 2018年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金即履行決定決議書（医学部①） 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金即履行決定決議書（医学部②） 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金即履行決定決議書（医学部③） 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金即履行決定決議書（医学部④） 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金即履行決定決議書（医学部⑤） 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金即履行決定決議書（医学部⑥） 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金即履行決定決議書（本部・教・経・工・その他） 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金（移替・取消・返納） 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金　収納通知・礼状 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金　予算登録① 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金　予算登録② 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金　予算登録③ 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度税控除 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度助成公募 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金適用除外申請書・決定通知書 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 平成29年度客員研究員 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 平成29年度特別研究員 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成29年度東九州メディカルバレー構想 研究協力係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 実験・研究 実験・研究 平成29年度組換えＤＮＡ実験 研究協力係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 規制物質等 放射性同位元素（RI） 平成29年度放射性同位元素 研究協力係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 規制物質等
その他物質・薬物・毒
劇物等

平成29年度国際規制物質 研究協力係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度日本医療研究開発機構受託研究費① 研究・社会連携課 2018年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度日本医療研究開発機構受託研究費② 研究・社会連携課 2018年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度日本医療研究開発機構受託研究費③ 研究・社会連携課 2018年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度日本医療研究開発機構受託研究費④ 研究・社会連携課 2018年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度厚生労働科学研究費補助金研究分担者① 研究・社会連携課 2018年4月1日 研究終了後5年 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度一般文書①（研究協力第二係） 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学官連携機構棟210 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成29年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費助成事業　第1・2種 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費助成事業　第3種① 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費助成事業　第3種② 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費助成事業（奨励研究） 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費助成事業（研究成果公開促進費） 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費助成事業　研究活動スタート支援 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科研費・国際共同研究加速基金）（国際共同研究強化A・B) 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30度科学研究費助成事業（その他） 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費助成事業　分担金（他大学へ）① 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）① 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）② 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費助成事業分担金研究分担者承諾書 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費助成事業交付申請関係書類 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成24年度～平成30年度　間接経費執行実績報告書 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度実績報告書（写）※補助金分・一部基金・奨励 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度実績報告書（写）・実施状況報告書（写）※助成金分 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成30年度ひらめき☆ときめきサイエンス 研究協力係 2019年4月1日 事業終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度厚生労働科学研究費補助金 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金収入契約決議書（医学部①） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金収入契約決議書（医学部②） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金収入契約決議書（医学部③） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金収入契約決議書（医学部④） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金収入契約決議書（医学部⑤） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金収入契約決議書（理工学部） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金収入契約決議書（本部・教・経・その他） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金（移替・取消・返納・その他） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金　礼状 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金　予算登録① 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金　予算登録② 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金　予算登録③ 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金適用除外申請書・決定通知書 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度日本学術振興会藤田記念医学研究振興基金 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度税額控除申請書類 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度研究資金立替申請書① 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度研究資金立替申請書② 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度研究資金立替申請書③ 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 平成30年度客員研究員関係 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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2018年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 平成20年～30年客員研究員各種証明書 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 平成30年度特別研究員 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 平成30年度コンプライアンス教育① 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 平成30年度コンプライアンス教育② 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 平成30年度コンプライアンス教育③ 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 平成30年度公的研究費の応募にあたっての申出書 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 平成30年度研究倫理教育関係 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 eLCore登録依頼書 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部１） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部２） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部３） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部４） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 ～平成３０年　公的研究費誓約書（旦野原・王子）※非常勤職員・院生（医学系含む） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（旦野原学部） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（事務部門） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（学生） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成30年度東九州メディカルバレー構想（会議関係） 研究協力係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成30年度東九州メディカルバレー構想（その他） 研究協力係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度その他補助金・助成金関係 研究協力係 2019年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度公募助成関係 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度概算要求関係綴 研究協力係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度学長戦略経費（重点領域研究推進プロジェクト）① 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度学長戦略経費（重点領域研究推進プロジェクト）② 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度予算関係 研究協力係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度監査関係 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度全学研究推進機構運営会議 研究協力係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 内部規則 平成30年度所掌内部規則の改正等 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度向精神薬試験研究施設設置者年間届出書 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 調査・回答 平成30年度諸調査① 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 調査・回答 平成30年度諸調査② 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度法人文書管理 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度一般文書 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 郵便 平成30年度郵便発送請求書 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度外部資金受入審査（全学研究推進機構） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 人事 任免 総括 平成30年度任用関係 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度出勤簿 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度休暇簿 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿（全学研究推進機構　狭間） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿（全学研究推進機構　URA） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿（全学研究推進機構　旦野原） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿（研究協力一・二）・福祉科学研究センター 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度安全衛生関係 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度勤務時間管理 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 調査・回答 平成29～30年度病休欠勤等状況調査月報 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 兼業 平成30年度兼業関係 研究協力係 2019年4月1日 3年(+兼業上限4年） 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30度謝金 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度物品管理簿 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 施設 総括 総括 平成30年度学長直轄スペース使用許可（全学研究推進機構） 研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成30年度年度計画・アクションプラン 研究協力係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度研究戦略・推進部門会議 研究協力係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 管理一般 評価 評価
平成28年度～平成30年度文科省（「体制整備等自己評価チェックリスト」・「取組状況に係
るチェックリスト」）

研究協力係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度研究不正コンプライアンス室（コンプライアンス室会議）ほか 研究協力係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 （平成29～30）研究不正調査委員会・研究公正委員会 研究協力係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 （平成29～30）研究活動における疑義の調査 研究協力係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 実験・研究 平成30年度組換えＤＮＡ実験 研究・社会連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 規制物質等 放射性同位元素（RI） 平成30年度放射性同位元素 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 研究・社会連携 規制物質等
その他物質・薬物・毒
劇物等

平成30年度国際規制物質 研究・社会連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度日本医療研究開発機構受託研究費① 研究・社会連携課 2019年4月1日 研究終了後5年 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度日本医療研究開発機構受託研究費② 研究・社会連携課 2019年4月1日 研究終了後5年 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度日本医療研究開発機構受託研究費③ 研究・社会連携課 2019年4月1日 研究終了後5年 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度日本医療研究開発機構受託研究費④ 研究・社会連携課 2019年4月1日 研究終了後5年 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度日本医療研究開発機構補助金 研究・社会連携課 2019年4月1日 研究終了後5年 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金 研究・社会連携課 2019年4月1日 研究終了後5年 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

平成30年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2007年度 国際交流 国際交流 学生交流協定 平成19年度国際交流協定締結 国際交流課国際教育・交流係 2008年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度一般文書①（研究協力第二係） 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度福祉科学研究センター運営委員会 福祉科学研究センター 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科学研究費助成事業　第1・2種 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科学研究費助成事業　第3種① 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科学研究費助成事業　第3種② 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科学研究費助成事業（奨励研究） 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科学研究費助成事業（研究成果公開促進費） 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科学研究費助成事業　研究活動スタート支援 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科研費・国際共同研究加速基金）（国際共同研究強化A・B) 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元度科学研究費助成事業（その他） 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科学研究費助成事業　分担金（他大学へ）① 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）① 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）② 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科学研究費助成事業分担金研究分担者承諾書 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度科学研究費助成事業交付申請関係書類 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 平成24年度～令和元年度　間接経費執行実績報告書 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度実績報告書（写）※補助金分・一部基金・奨励 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度実績報告書（写）・実施状況報告書（写）※助成金分 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 令和元年度ひらめき☆ときめきサイエンス 研究協力係 2020年4月1日 事業終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度厚生労働科学研究費補助金 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金収入契約決議書（医学部①） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金収入契約決議書（医学部②） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金収入契約決議書（医学部③） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金収入契約決議書（医学部④） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金収入契約決議書（医学部⑤） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金収入契約決議書（理工学部） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金収入契約決議書（本部・教・経・その他） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金（移替・取消・返納・その他） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金　礼状 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金　予算登録① 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金　予算登録② 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度寄附金適用除外申請書・決定通知書 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度日本学術振興会藤田記念医学研究振興基金 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度税額控除申請書類 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 令和元年度研究資金立替申請書① 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 令和元年度研究資金立替申請書② 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 令和元年度研究資金立替申請書③ 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 令和元年度客員研究員関係 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 平成20年～令和元年客員研究員各種証明書 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 令和元年度特別研究員 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和元年度コンプライアンス教育① 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和元年度コンプライアンス教育② 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和元年度コンプライアンス教育③ 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和元年度公的研究費の応募にあたっての申出書 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和元年度研究倫理教育関係 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 eLCore登録依頼書 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部１） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部２） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部３） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部４） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 ～令和元年　公的研究費誓約書（旦野原・王子）※非常勤職員・院生（医学系含む） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（旦野原学部） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（事務部門） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（学生） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 令和元年度東九州メディカルバレー構想（会議関係） 研究協力係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 令和元年度東九州メディカルバレー構想（その他） 研究協力係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度その他補助金・助成金関係 研究協力係 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度公募助成関係 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度概算要求関係綴 研究協力係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度学長戦略経費（重点領域研究推進プロジェクト）① 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度学長戦略経費（重点領域研究推進プロジェクト）② 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度予算関係 研究協力係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度監査関係 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度全学研究推進機構運営会議 研究協力係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 令和元年度所掌内部規則の改正等 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年度向精神薬試験研究施設設置者年間届出書 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 調査・回答 令和元年度諸調査① 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 調査・回答 令和元年度諸調査② 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度法人文書管理 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年度一般文書 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 調査・回答 平成29～令和元年度毎月勤労統計調査 研究協力係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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2019年度 管理一般 総括 郵便 令和元年度郵便発送請求書 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度外部資金受入審査（全学研究推進機構） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 令和元年度任用関係 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度休日振替簿 研究協力係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度出勤簿 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度休暇簿 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令簿（全学研究推進機構　狭間） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令簿（全学研究推進機構　URA） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令簿（全学研究推進機構　旦野原） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令簿（研究協力一・二）・福祉科学研究センター 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度安全衛生関係 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度勤務時間管理 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 調査・回答 平成29～令和元年度病休欠勤等状況調査月報 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 兼業 令和元年度兼業関係 研究協力係 2020年4月1日 3年(+兼業上限4年） 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 令和元年度収入計画 研究協力係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 令和元年度謝金 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 令和元年度物品管理簿 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 施設 総括 総括 令和元年度学長直轄スペース使用許可（全学研究推進機構） 研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和元年度年度計画・アクションプラン 研究協力係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度研究戦略・推進部門会議 研究協力係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 管理一般 評価 評価
平成28年度～令和元年度文科省（「体制整備等自己評価チェックリスト」・「取組状況に係
るチェックリスト」）

研究協力係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度研究不正コンプライアンス室（コンプライアンス室会議）ほか 研究協力係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 （平成29～令和元）研究不正調査委員会・研究公正委員会 研究協力係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 （平成29～令和元）研究活動における疑義の調査 研究協力係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度福祉科学研究センター運営委員会 福祉科学研究センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

令和元年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2019年度 研究・社会連携
実験・研
究

実験・研究 令和元年度組換えＤＮＡ実験 研究・社会連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 研究・社会連携
規制物質
等

放射性同位元素（RI） 令和元年度放射性同位元素 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 研究・社会連携
規制物質
等

その他物質・薬物・毒
劇物等

令和元年度国際規制物質 研究・社会連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度日本医療研究開発機構受託研究費① 研究・社会連携課 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度日本医療研究開発機構受託研究費② 研究・社会連携課 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度日本医療研究開発機構受託研究費③ 研究・社会連携課 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度日本医療研究開発機構受託研究費④ 研究・社会連携課 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度日本医療研究開発機構補助金 研究・社会連携課 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和元年度中小企業経営支援等対策費補助金 研究・社会連携課 2020年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2008年度 国際交流 国際交流 学生交流協定 平成20年度国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2009年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2009年度 国際交流 国際交流 学生交流協定 平成21年度国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2010年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2010年度 国際交流 国際交流 学生交流協定 平成22年度国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2011年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2011年度 国際交流 国際交流 総括 平成23年度国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2012年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 国際交流 国際交流
研究者交流，研究員受
入

平成24年度　研究員関係 国際交流課国際教育・交流係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2012年度 国際交流 国際交流 総括 平成24年度国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2013年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 国際交流 国際交流
研究者交流，研究員受
入

平成25年度　研究員関係 国際交流課国際教育・交流係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2013年度 国際交流 国際交流 総括 平成25年度国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2014年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 国際交流 国際交流
研究者交流，研究員受
入

平成26年度　外国人客員研究員関係綴 国際交流課国際教育・交流係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2014年度 国際交流 国際交流 総括 平成26年度国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2015年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 国際交流 国際交流
研究者交流，研究員受
入

平成27年度　外国人客員研究員関係綴 国際交流課国際教育・交流係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2015年度 国際交流 国際交流 総括 平成27年度国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2016年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 国際交流 国際交流
研究者交流，研究員受
入

平成28年度　外国人客員研究員関係綴 国際交流課国際教育・交流係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 国際交流 国際交流 総括 平成28年度　ｱｼﾞｱ内視鏡人材育成支援大学コンソーシアム関係 国際交流課国際教育・交流係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2016年度 国際交流 国際交流 総括 平成28年度国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2017年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流 総括 平成29年度医学部内田助教・バンコク事務所旅費 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流 総括 平成29年度　バンコクオフィス 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度国際戦略・推進部門会議 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 H29年度　収発件名簿 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度　日本学術振興会各種事業 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金
平成29年度　日本学術振興会　研究拠点形成事業B・アジア・アフリカ学術基盤形
成型

国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 事業終了後～5年 2025年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄
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2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度　地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS) 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 事業後10年 2034年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流
研究者交流，研究員受
入

平成29年度　外国人客員研究員関係綴 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流 総括 平成29年度　アジア内視鏡人材育成支援大学コンソーシアム関係 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流 総括 平成29年度　日露大学協会関係 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流 総括 平成29年度国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成２９年度日本医療研究開発機構受託研究費　（SATREPS) 国際医療戦略研究推進センタ- 2018年4月1日 事業終了後～5年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度国際教育研究推進機構運営会議関係 国際交流課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2019年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 H30年度　収発件名簿 国際交流課国際教育・交流係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度　日本学術振興会各種事業 国際交流課国際教育・交流係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金
平成30年度　日本学術振興会　研究拠点形成事業B・アジア・アフリカ学術基盤形
成型

国際交流課国際教育・交流係 2019年4月1日 事業終了後～5年 2025年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度　アジア内視鏡人材育成支援大学コンソーシアム関係 国際交流課国際教育・交流係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度　日露大学協会関係 国際交流課国際教育・交流係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
教養教育棟2
階倉庫

研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度　地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS) 国際交流課国際教育・交流係 2019年4月1日 事業後10年 2034年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流
研究者交流，研究員受
入

平成30年度　外国人客員研究員関係綴 国際交流課国際教育・交流係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度　バンコクオフィス 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度　国際教育研究推進機構国際医療戦略研究推進センタ-出張関係 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度　アジア内視鏡人材育成支援大学コンソーシアム 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度　アジア内視鏡人材育成支援病院コンソーシアム 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 研究者交流 平成30年度　JSPS研究拠点形成事業（Bアジア・アフリカ学術基盤形成型） 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 事業終了後～5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度　JSPS（日本学術振興会各種事業） 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度　物品使用簿 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 人事
服務・表
彰

兼業 平成30年度　兼業委嘱状 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 人事
服務・表
彰

勤務時間 平成30年度　勤務時間関係 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度　収発件名簿 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 人事
服務・表
彰

勤務時間 平成30年・平成30年度　出勤簿（国際医療戦略研究推進センタ-） 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年・平成30年度　休暇簿（国際医療戦略研究推進センター） 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成３０年度地球規模課題対応国際科学技術協力事業（SATREPS） 研究・社会連携課 2019年4月1日 事業後10年 2034年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成３０年度日本医療研究開発機構受託研究費　（SATREPS) 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 事業終了後～5年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成３０年度日本医療研究開発機構受託研究費 （日米） 国際医療戦略研究推進センタ- 2019年4月1日 事業終了後～5年 未定 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度（2019年度）国際教育研究推進機構運営会議関係 国際交流課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度（2019年度）国際交流協定関係 国際交流課国際教育・交流係 2020年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成元年度　（2019年度）地球規模課題対応国際科学技術協力事業（SATREPS） 国際交流課国際教育・交流係 2020年4月1日 事業後10年 2034年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度（2019年度）　収発件名簿 国際交流課国際教育・交流係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度（2019年度）　日露医療協力推進事業 国際交流課国際教育・交流係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度（2019年度）　日本学術振興会各種事業 国際交流課国際教育・交流係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金
令和元年度（2019年度）　日本学術振興会　研究拠点形成事業B・アジア・アフリカ
学術基盤形成型

国際交流課国際教育・交流係 2020年4月1日 事業終了後～5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度（2019年度）　アジア内視鏡人材育成支援大学コンソーシアム関係 国際交流課国際教育・交流係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流
研究者交流，研究員受
入

令和元年度（2019年度）　　外国人客員研究員関係綴 国際交流課国際教育・交流係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度（2019年度）　アジア内視鏡人材育成支援大学コンソーシアム 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度（2019年度）　アジア内視鏡人材育成支援病院コンソーシアム 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度（2019年度）　一般文書 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度（2019年度）　バンコクオフィス 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 人事
服務・表
彰

兼業 令和元年度（2019年度）　兼業委嘱状 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 人事
服務・表
彰

勤務時間 令和元年度（2019年度）　勤務時間関係 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度（2019年度）　収発件名簿 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 人事
服務・表
彰

勤務時間 令和元年・令和元年度（2019年度）　出勤簿（国際医療戦略研究推進センタ-） 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年・令和元年度（2019年度）　休暇簿（国際医療戦略研究推進センター） 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度科学研究費助成事業　第3種① 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度科学研究費助成事業　第3種② 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度科学研究費助成事業　第3種③ 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度科学研究費助成事業（奨励研究） 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２度科学研究費助成事業その他 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２度科学研究費助成事業使用内訳変更願 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度科学研究費助成事業　分担金（他大学へ）① 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）① 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）② 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）③ 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度科学研究費助成事業交付申請関係書類 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 予算決算 決算 平成24年度～令和２年度　間接経費執行実績報告書 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度実績報告書（写）※補助金分・一部基金・奨励 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度実績報告書（写）・実施状況報告書（写）※助成金分 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 産学・地域連携 地域連携 令和２年度ひらめき☆ときめきサイエンス 研究協力係 2021年4月1日 事業終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度厚生労働科学研究費補助金 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金収入契約決議書（医学部①） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金収入契約決議書（医学部②） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金収入契約決議書（医学部③） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金収入契約決議書（医学部④） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金収入契約決議書（医学部⑤） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金収入契約決議書（理工学部） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金収入契約決議書（本部・教・経・その他） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金（移替・取消・返納・その他） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金　礼状 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金　予算登録① 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金　予算登録② 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度寄附金適用除外申請書・決定通知書 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度日本学術振興会藤田記念医学研究振興基金 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度税額控除申請書類 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 資金管理 資金管理 令和２年度研究資金立替申請書① 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 資金管理 資金管理 令和２年度研究資金立替申請書② 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 資金管理 資金管理 令和２年度研究資金立替申請書③ 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 研究員 令和２年度客員研究員関係 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 研究員 令和２年度特別研究員 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 令和２年度コンプライアンス教育① 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 令和２年度コンプライアンス教育② 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 令和２年度公的研究費の応募にあたっての申出書 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 令和２年度研究倫理教育関係 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 研究倫理教育修了証書（平成２６年度～平成３０年度） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 eLCoRE通読書類 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部１） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部２） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部３） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部４） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部5） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 ～令和２年　公的研究費誓約書（旦野原・王子）※非常勤職員・院生（医学系含む） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（旦野原学部） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（事務部門） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（旦野原・王子） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（学生） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 経済学研究科　公的研究費誓約書・eLCoRE 研究協力係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 医学系研究科　公的研究費誓約書・eLCoRE 研究協力係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 大学院福祉健康科学研究科　公的研究費誓約書・eLCoRE 研究協力係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 工学研究科　公的研究費誓約書・eLCoRE 研究協力係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 教育学研究科　公的研究費誓約書・eLCoRE 研究協力係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理
eLCoRE受講登録削除依頼
eLCoRE学外受講者　受講修了証書

研究協力係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 eLCoRE受講登録依頼書　医学部　基礎医学系・内科系臨床医学群 研究協力係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 eLCoRE受講登録依頼書　医学部　外科系臨床医学群 研究協力係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 eLCoRE受講登録依頼書　医学部・附属病院 研究協力係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 eLCoRE受講登録依頼書　旦野原学部と学内共同教育研究施設 研究協力係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 実験・研究 研究倫理 eLCoRE受講登録依頼書　事務職員 研究協力係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 産学・地域連携 地域連携 令和２年度東九州メディカルバレー構想（会議関係） 研究協力係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 産学・地域連携 地域連携 令和２年度東九州メディカルバレー構想（その他） 研究協力係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度その他補助金・助成金関係 研究協力係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度公募助成関係 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 予算決算 予算 令和２年度学長戦略経費（重点領域研究推進プロジェクト）① 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 予算決算 予算 令和２年度学長戦略経費（重点領域研究推進プロジェクト）② 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 予算決算 予算 令和２年度予算関係 研究協力係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 監査・検査 内部監査等 令和２年度監査関係 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 会議 部局等会議 令和２年度全学研究推進機構運営会議 研究協力係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 法規 内部規則 令和２年度所掌内部規則の改正等 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2020年度 研究推進課 総括 総括 令和２年度向精神薬試験研究施設設置者年間届出書 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 総括 調査・回答 令和２年度諸調査① 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 総括 調査・回答 令和２年度諸調査② 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 総括 調査・回答 令和２年度諸調査③ 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 文書 文書管理 令和２年度法人文書管理 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 総括 総括 令和２年度一般文書 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 総括 調査・回答 平成29～令和２年度毎月勤労統計調査 研究協力係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究推進課 総括 郵便 平成３１年度～郵便発送請求書 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 研究資金 外部資金 令和２年度外部資金受入審査（全学研究推進機構） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 任免 総括 令和２年度任用関係 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 服務・表彰 勤務時間 令和２年度休日振替簿 研究協力係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 服務・表彰 勤務時間 令和２年度出勤簿 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 服務・表彰 勤務時間 令和２年度休暇簿 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 服務・表彰 出張 令和２年度旅行命令簿全学研究推進機構・URA（狭間） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 服務・表彰 出張 令和２年度旅行命令簿（研究推進課・全学研究推進機構　旦野原） 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 服務・表彰 健康 令和２年度安全衛生関係 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 服務・表彰 勤務時間 令和２年度勤務時間管理 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2017年度 研究推進課 総括 調査・回答 平成29～令和２年度病休欠勤等状況調査月報 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 服務・表彰 兼業 令和２年度兼業関係 研究協力係 2021年4月1日 3年(+兼業上限4年） 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 資金管理 資金管理 令和２年度収入計画 研究協力係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 資金管理 資金管理 令和２年度謝金 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 資産 動産等 令和元年度～物品管理簿 研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 目標・計画 目標・計画 令和２年度年度計画・アクションプラン 研究協力係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 会議 全学会議 令和２年度研究戦略・推進部門会議研究戦略推進委員会 研究協力係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 研究推進課 評価 評価
平成28年度～令和２年度文科省（「体制整備等自己評価チェックリスト」・「取組状況に係
るチェックリスト」）

研究協力係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 研究推進課 会議 全学会議 令和２年度研究不正コンプライアンス室（コンプライアンス室会議）ほか 研究協力係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 会議 全学会議 （平成29～令和２）研究不正調査委員会・研究公正委員会 研究協力係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進課 会議 全学会議 （平成29～令和２）研究活動における疑義の調査 研究協力係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度（2019年度）　国際医療戦略研究推進センター出張関係 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度（2019年度）　国際医療戦略研究推進センター会議 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度（2019年度）日本医療研究開発機構受託研究費　（SATREPS) 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 事業終了後～5年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度（2019年度）日本医療研究開発機構受託研究費 （日米） 国際医療戦略研究推進センタ- 2020年4月1日 事業終了後～5年 未定 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度（2020年度）国際教育研究推進機構運営会議関係 研究推進課国際研究推進係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和２年度（2020年度）国際交流協定関係 研究推進課国際研究推進係 2021年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度（20２０年度）　収発件名簿 研究推進課国際研究推進係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和２年度（2020年度）　日露医療協力推進事業 研究推進課国際研究推進係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和２年度（2020年度）　日本学術振興会各種事業 研究推進課国際研究推進係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和２年度（2020年度）　日本学術振興会二国間交流事業（医学部　松浦恵子教 研究推進課国際研究推進係 2021年4月1日 事業終了後～5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和２年度（2020年度）　国際研究推進係関係 研究推進課国際研究推進係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和２年度（2020年度）　国際研究推進係関係② 研究推進課国際研究推進係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流
研究者交流，研究員受
入

令和２年度（2020年度）　　外国人客員研究員関係綴 研究推進課国際研究推進係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和２年度（2020年度）　地球規模課題対応国際科学技術協力事業（SATREPS） 研究推進課国際研究推進係 2021年4月1日 事業後10年 2034年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和２年度（2020年度）　アジア内視鏡人材育成支援大学コンソーシアム 研究推進課国際研究推進係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和２年度（2020年度）　アジア内視鏡人材育成支援病院コンソーシアム 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和２年度（2020年度）　一般文書 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和２年度（2020年度）　バンコクオフィス 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 人事
服務・表
彰

兼業 令和２年度（2020年度）　兼業委嘱状 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 人事
服務・表
彰

勤務時間 令和２年度（2020年度）　勤務時間関係 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度（2020年度）　収発件名簿 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 人事
服務・表
彰

勤務時間 令和２年度（2020年度）　出勤簿（国際医療戦略研究推進センタ-） 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 人事
服務・表
彰

勤務時間 令和２年度（2020年度）　休暇簿（国際医療戦略研究推進センター） 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度（2020年度）　国際医療戦略研究推進センター出張関係 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度（2020年度）　国際医療戦略研究推進センター会議 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和２年度（2020年度）　国際共著論文掲載費支援事業 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和２年度（2020年度）日本医療研究開発機構受託研究費　（SATREPS) 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 事業終了後～5年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和２年度（2020年度）日本医療研究開発機構受託研究費 （日米） 国際医療戦略研究推進センタ- 2021年4月1日 事業終了後～5年 未定 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

令和２年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室書庫 動物実験施設 全学研究推進機
構長 廃棄

2020年度 研究推進
実験・研
究

実験・研究 令和２年度組換えＤＮＡ実験 研究推進課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 研究推進
規制物質
等

放射性同位元素（RI） 令和２年度放射性同位元素 研究推進課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2020年度 研究推進
規制物質
等

その他物質・薬物・毒
劇物等

令和２年度国際規制物質 研究推進課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
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2020年度 管理一般 総括 総括 令和２年度一般文書①（研究協力第二係） 研究推進課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和２年度日本医療研究開発機構受託研究費① 研究推進課 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和２年度日本医療研究開発機構受託研究費② 研究推進課 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和２年度日本医療研究開発機構受託研究費③ 研究推進課 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和２年度日本医療研究開発機構受託研究費④ 研究推進課 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和２年度日本医療研究開発機構受託研究費⑤ 研究推進課 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和２年度日本医療研究開発機構受託研究費⑥ 研究推進課 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和２年度日本医療研究開発機構受託研究費⑦ 研究推進課 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄
2020年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和２年度中小企業経営支援等対策費補助金 研究推進課 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度科学研究費助成事業　第3種① 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度科学研究費助成事業　第3種② 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度科学研究費助成事業　第3種③ 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度科学研究費助成事業　第3種④ 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３度科学研究費助成事業その他① 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３度科学研究費助成事業その他② 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３度科学研究費助成事業使用内訳変更願 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度科学研究費助成事業　分担金（他大学へ）① 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）① 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度科学研究費助成事業　分担金（他大学から）② 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度科学研究費助成事業交付申請関係書類 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度実績報告書（写）・実施状況報告書（写） 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金収入契約決議書（医学部①） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金収入契約決議書（医学部②） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金収入契約決議書（医学部③） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金収入契約決議書（医学部④） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金収入契約決議書（医学部⑤） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金収入契約決議書（理工学部） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金収入契約決議書（本部・教・経・その他） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度基金収入契約決議書（大分大学基金・医学部支援基金・理工学部支援基金） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金（移替・取消・返納・その他） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金　礼状 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金　予算登録① 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金　予算登録② 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金　予算登録③ 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度寄附金適用除外申請書・決定通知書 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度日本学術振興会藤田記念医学研究振興基金 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度税額控除申請書類 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度研究資金立替申請書① 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度研究資金立替申請書② 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄
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2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度研究資金立替申請書③ 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 令和３年度客員研究員 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和３年度公的研究費の応募にあたっての申出書 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部１） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部２） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部３） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部４） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（医学部5） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（旦野原学部） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（事務部門） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（旦野原・王子） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 公的研究費誓約書（学生） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理
eLCoRE受講登録削除依頼
eLCoRE学外受講者　受講修了証書

研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 eLCoRE受講登録依頼書　医学部　基礎系・看護系講座 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 eLCoRE受講登録依頼書　医学部　内科系臨床医学群 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 eLCoRE受講登録依頼書　医学部・外科系臨床医学群 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 eLCoRE受講登録依頼書　医学部・附属病院 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 eLCoRE受講登録依頼書　旦野原学部と学内共同教育研究施設 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 eLCoRE受講登録依頼書　事務職員 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度その他補助金・助成金関係 研究協力第一係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度公募助成関係 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度学長戦略経費（重点領域研究推進プロジェクト）① 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度学長戦略経費（重点領域研究推進プロジェクト）② 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度予算関係 研究協力第一係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和３年度監査関係 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度全学研究推進機構運営会議 研究協力第一係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度研究マネジメント機構運営会議 研究協力第一係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度研究マネジメント機構実務統括本部連絡会 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和３年度所掌内部規則の改正等 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 総括 総括 令和３年度麻薬関係 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度諸調査① 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度諸調査② 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度諸調査③ 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 総括 総括 令和３年度一般文書 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄
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2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度外部資金受入審査（全学研究推進機構） 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年4月2日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 人事 任免 総括 令和３年度任用関係 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年4月3日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間
令和３年度休暇簿・休日振替簿　病休欠勤等状況調査月報　毎月勤労統計調査票　勤
務状況報告

研究協力第一係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度出勤簿 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度旅行命令簿全学研究推進機構 URA 研究推進課 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 健康 令和３年度安全衛生関係 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度勤務時間管理 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和３年度兼業関係 研究協力第一係 2022年4月1日 3年(+兼業上限4年） 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度謝金 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 会計 資産 動産等 令和元年度～物品管理簿 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 学外会議 日本学術会議　九州・沖縄地区会議　学術講演会 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和３年度府省共通開発システム名簿登録 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 研究活動上の不正行為防止等に対する取り組み 研究協力第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 第４期中期目標・中期計画関係 研究推進課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 第４期中期計画Ｗ・Ｇ 研究推進課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度研究戦略推進委員会 研究推進課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 評価 評価 令和３年度「体制整備等自己評価チェックリスト」・「取組状況に係るチェックリスト」 研究推進課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度研究不正コンプライアンス室（コンプライアンス室会議）ほか 研究推進課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度研究活動における疑義の調査 研究推進課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度理事業務連絡会 研究推進課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 人事 任免 総括 令和３年度テニュアトラック教員関係 研究推進課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(一係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 動物実験施設 管理
その他管理運営文書
（30年）

令和３年度EOGガス滅菌装置運転記録簿 動物実験施設 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室書庫 動物管理部門 研究マネジメント
機構長 廃棄

2021年度 研究推進
実験・研
究

実験・研究 令和３年度遺伝子組換え実験① 研究協力第二係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究推進
実験・研
究

実験・研究 令和３年度遺伝子組換え実験② 研究協力第二係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究推進
規制物質
等

放射性同位元素（RI） 令和３年度放射性同位元素 研究協力第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究推進
規制物質
等

その他物質・薬物・毒
劇物等

令和３年度国際規制物質 研究協力第二係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和３年度日本医療研究開発機構受託研究費① 研究協力第二係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和３年度日本医療研究開発機構受託研究費② 研究協力第二係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和３年度日本医療研究開発機構受託研究費③ 研究協力第二係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和３年度日本医療研究開発機構受託研究費④ 研究協力第二係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和３年度日本医療研究開発機構受託研究費⑤ 研究協力第二係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究推進 研究資金 競争的資金 令和３年度日本医療研究開発機構受託研究費⑥ 研究協力第二係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和3年度厚生労働科学研究費補助金 研究協力第二係 2022年4月1日 研究終了後5年 - 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄
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2021年度 研究推進課 研究資金 競争的資金
大学改革推進等補助金「大学保有検査機器活用促進事業」＜令和２年度第６次
公募分＞

研究協力第二係 2022年4月1日

全補助事業
が完了した年
度の翌年度
から５年

2027年3月31日 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄
令和２年度に期間延長後、令和３年７
月に終了

2021年度 研究推進 予算決算 予算 令和3年度（2021年度）　予算関係① 研究協力第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究推進 予算決算 予算 令和3年度（2021年度）　予算関係② 研究協力第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度
研究推進課 総括 調査・回答 令和3年度（2021年度）　研究支援センター 研究協力第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度
研究推進課 総括 調査・回答 令和3年度（2021年度）　調査・報告関係① 研究協力第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度
研究推進課 総括 調査・回答 令和3年度（2021年度）　調査・報告関係② 研究協力第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度
研究推進課 総括 調査・回答 令和3年度（2021年度）　調査・報告関係③ 研究協力第二係 2022年4月2日 5年 2027年3月31日 紙

第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度
研究推進課 服務・表彰 勤務時間 令和3年度（2021年度）　勤務時間・休暇関係 研究協力第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度
研究推進課 服務・表彰 勤務時間 令和3年度（2021年度）　休暇簿 研究協力第二係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙

第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度
研究推進課 服務・表彰 勤務時間 令和3年度（2021年度）　出勤簿 研究協力第二係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙

第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2020年度 研究推進課 研究資金 競争的資金 令和２年度厚生労働科学研究費補助金 研究協力第二係 2021年4月1日 研究終了後5年 - 紙
第二係(事務
室)

研究推進課(二係) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度（2021年度）国際教育研究推進機構運営会議関係 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度（2021年度）国際連携委員会 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和３年度（2021年度）国際交流協定関係 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 無期限 - 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度（2021年度）　収発件名簿 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和３年度（2021年度）　日露医療協力推進事業 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度（2021年度）　日本学術振興会各種事業 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度（2021年度）　日本学術振興会二国間交流事業（医学部　松浦恵子教 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 事業終了後～5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度（2021年度）　外国人特別研究員JSPSサマープログラム 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 事業終了後～5年 未定 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和３年度（2021年度）　国際研究推進係関係 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流
研究者交流，研究員受
入

令和３年度（2021年度）　　外国人客員研究員関係綴 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度（2021年度）　地球規模課題対応国際科学技術協力事業（SATREPS） 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 事業後10年 2034年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和３年度（2021年度）　アジア内視鏡人材育成支援大学コンソーシアム 研究推進課国際研究推進係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和３年度（2021年度）　アジア内視鏡人材育成支援病院コンソーシアム 国際医療戦略研究推進センタ- 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和３年度（2021年度）　一般文書 国際医療戦略研究推進センタ- 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和３年度（2021年度）　バンコクオフィス 国際医療戦略研究推進センタ- 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度（2021年度）　収発件名簿 国際医療戦略研究推進センタ- 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度（2021年度）　国際医療戦略研究推進センター会議 国際医療戦略研究推進センタ- 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和３年度（2021年度）　国際共著論文掲載費支援事業 国際医療戦略研究推進センタ- 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度（2021年度）日本医療研究開発機構受託研究費　（SATREPS) 国際医療戦略研究推進センタ- 2022年4月1日 事業終了後～5年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度（2021年度）日本医療研究開発機構受託研究費 （日米） 国際医療戦略研究推進センタ- 2022年4月1日 事業終了後～5年 未定 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度（2021年度）日本医療研究開発機構受託研究費 （SATREPS　ブータ 国際医療戦略研究推進センタ- 2022年4月1日 事業終了後～5年 未定 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金
令和３年度（2021年度）日本医療研究開発機構受託研究費 （地球規模保健課題
GACD）

国際医療戦略研究推進センタ- 2022年4月1日 事業終了後～5年 未定 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度（2021年度）日本医療研究開発機構受託研究費 （e-Asia） 国際医療戦略研究推進センタ- 2022年4月1日 事業終了後～5年 未定 紙 事務室 研究推進課(国際) 研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度　一般文書 グローカル感染症研究センター 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
センター事務
室

グローカル感染
症研究センター
総務係

研究推進課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 会議 令和3年度　会議関係 グローカル感染症研究センター 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
センター事務
室

グローカル感染
症研究センター
総務係

研究推進課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度　出勤簿・休暇簿 グローカル感染症研究センター 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
センター事務
室

グローカル感染
症研究センター
総務係

研究推進課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度　勤務時間管理 グローカル感染症研究センター 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
センター事務
室

グローカル感染
症研究センター
総務係

研究推進課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和3年度　兼業 グローカル感染症研究センター 2022年4月1日 兼業終了後3年 2026年3月31日 紙
センター事務
室

グローカル感染
症研究センター
総務係

研究推進課長 廃棄 委嘱期間終了日2023年（R5年）が１件

2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度　出張 グローカル感染症研究センター 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
センター事務
室

グローカル感染
症研究センター
総務係

研究推進課長 廃棄 科研費については、2022.3.31終了

2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度　予算 グローカル感染症研究センター 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
センター事務
室

グローカル感染
症研究センター
総務係

研究推進課長 廃棄
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2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度　共同研究関係 グローカル感染症研究センター 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
センター事務
室

グローカル感染
症研究センター
総務係

研究推進課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度　謝金 グローカル感染症研究センター 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
センター事務
室

グローカル感染
症研究センター
総務係

研究推進課長 廃棄

1994年度 （旧）学術協力課 教育研究協力 研究協力 平成6年度発明委員会 地域連携推進室研究協力係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
1995年度 （旧）学術協力課 教育研究協力 研究協力 平成7年度発明委員会 地域連携推進室研究協力係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
1999年度 （旧）学術協力課 教育研究協力 研究協力 平成11年度発明委員会 地域連携推進室研究協力係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2000年度 （旧）ベンチャー・ビジネ
ス・ラボラトリー

教育研究協力 学術交流 臼杵サテライトラボ研究交流協定書 地域連携推進室研究協力係 2001年4月1日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2001年度 （旧）学術協力課 教育研究協力 研究協力 平成13年度発明委員会 地域連携推進室研究協力係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2002年度 （旧）学術協力課 教育研究協力 研究協力 平成14年度発明委員会 地域連携推進室研究協力係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2003年度 （旧）学術協力課 教育研究協力 研究協力 平成15年度発明委員会 学術協力課研究協力係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2004年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 大分市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2004年10月25日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2004年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 ㈱大分銀行との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2004年8月2日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2004年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 ㈱豊和銀行との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2004年8月3日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2004年度 教育研究協力 平成16年度発明委員会 学術協力課研究協力係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2005年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 大分県との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2005年8月8日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2005年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 別府市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2005年5月25日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2005年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 中津市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2005年1月28日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2005年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 日田市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2005年10月27日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2005年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 竹田市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2005年12月16日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2005年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 豊後高田市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2005年3月1日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2005年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 宇佐市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2005年8月25日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2005年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 大分信用金庫との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2005年6月10日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2005年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 大分みらい信用金庫との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2005年6月10日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2005年度 教育研究協力 平成17年度発明委員会 学術協力課副課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2006年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 佐伯市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2006年3月8日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2006年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 臼杵市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2006年7月27日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2006年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 津久見市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2006年2月23日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2006年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 杵築市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2006年3月28日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2006年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 豊後大野市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2006年3月2日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2006年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 由布市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2006年2月28日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2006年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 国東市との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2006年8月30日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2006年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 中小企業金融金庫大分支店との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2006年12月21日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2006年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 ㈱トキハとの包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2006年5月10日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2006年度 教育研究協力 平成18年度発明委員会 研究推進課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2007年度 教育研究協力 平成19年度発明委員会 研究・社会連携課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2008年度 教育研究協力 平成20年度発明委員会 研究・社会連携課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2008年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 玖珠町との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2008年2月5日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2008年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 九重町との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2008年3月3日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2008年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 日出町との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2008年3月26日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2008年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 姫島村との包括的連携協力協定関係 地域連携推進室研究協力係 2008年3月27日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2009年度 教育研究協力 平成21年度発明委員会 研究・社会連携課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2010年度 平成22年度発明届 研究・社会連携課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2010年度 平成22年度発明審査委員会 研究・社会連携課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2010年度 平成22年度知的財産の権利化資料 研究・社会連携課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2010年度 平成22年度知的財産に関する契約 研究・社会連携課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2010年度 平成22年度産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム） 研究・社会連携課 2011年4月1日 事業完了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2011年度 研究・社会連携 会議 部局等会議 平成23年度発明審査委員会 研究・社会連携課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2011年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成23年度発明届 研究・社会連携課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2011年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成23年度知的財産の権利化資料 研究・社会連携課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2011年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成23年度知的財産に関する契約 研究・社会連携課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度発明審査委員会 社会連携推進課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成24年度発明届 社会連携推進課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成24年度知的財産の権利化資料 社会連携推進課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成24年度知的財産に関する契約 社会連携推進課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度発明審査委員会 社会連携推進課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成25年度共同研究契約及び報告書 社会連携推進課 2014年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成25年度受託研究契約及び報告書 社会連携推進課 2014年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成25年度補完研究契約及び報告書 社会連携推進課 2014年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成25年度発明届 社会連携推進課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成25年度出願・審査請求・権利化等関係 社会連携推進課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成25年度共同出願契約書 社会連携推進課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成25年度秘密保持契約書 社会連携推進課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成25年度外国出願支援制度関係 社会連携推進課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成25年度実施許諾契約及び報告書 社会連携推進課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度発明審査委員会 社会連携推進課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成26年度共同研究契約及び報告書 社会連携推進課 2015年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成26年度受託研究契約及び報告書 社会連携推進課 2015年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
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2014年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成26年度補完研究契約及び報告書 社会連携推進課 2015年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成26年度発明届 社会連携推進課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成26年度出願・審査請求・権利化等関係 社会連携推進課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成26年度共同出願契約書 社会連携推進課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成26年度秘密保持契約書 社会連携推進課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成26年度外国出願支援制度関係 社会連携推進課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成26年度実施許諾契約及び報告書 社会連携推進課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会連携協定 社会連携推進課 2014年6月23日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 大分県自治人材育成センター連携協定「 社会連携推進課 2014年7月29日 協定期間満了後10年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度社会連携推進部門会議 社会連携推進課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度発明審査委員会 社会連携推進課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成27年度共同研究契約及び報告書 社会連携推進課 2016年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成27年度受託研究契約及び報告書 社会連携推進課 2016年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成27年度補完研究契約及び報告書 社会連携推進課 2016年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成27年度発明届 社会連携推進課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成27年度出願・審査請求・権利化等関係 社会連携推進課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成27年度共同出願契約書 社会連携推進課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成27年度秘密保持契約書 社会連携推進課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成27年度外国出願支援制度関係 社会連携推進課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成27年度実施許諾契約及び報告書 社会連携推進課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度社会連携推進部門会議 研究・社会連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度発明審査委員会 研究・社会連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成28年度共同研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2017年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成28年度受託研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2017年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成28年度受託事業契約及び報告書 研究・社会連携課 2017年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成28年度補完研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2017年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成28年度発明届 研究・社会連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成28年度出願・審査請求・権利化等関係 研究・社会連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成28年度共同出願契約書 研究・社会連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成28年度秘密保持契約書 研究・社会連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成28年度外国出願支援制度関係 研究・社会連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成28年度実施許諾契約及び報告書 研究・社会連携課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度文書・調査物 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度コラボ産学官関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成29年度年度計画・業務実績報告書 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度社会連携推進部門会議 研究・社会連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度産学官連携推進機構運営会議 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度任用関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度休暇簿 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度勤務時間報告書 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度病・休欠勤届 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度予算関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金委嘱伺等 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成29年度地域開放推進事業関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成29年度地域自治会等との懇談会関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成29年度同窓会との交流会関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成29年度大学開放イベント関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度自家用車業務使用関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 平成29年度イノベーションジャパン 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 平成29年度西日本製造技術イノベーション 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 手続・届出 平成29年度 度産学官連携推進機構実験室利用の公募関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 平成29年防災シンポジウム関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 平成29年度おおいた協働ものづくり展 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 同窓会連合会関係綴 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度発明審査委員会 研究・社会連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成29年度安全保障輸出管理チェックリスト等 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成29年度安全保障輸出管理監査 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度共同研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2018年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度受託研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2018年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度受託事業契約及び報告書 研究・社会連携課 2018年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度収益化，履行決定決議書 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度補完研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2018年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度調査回答（外部資金） 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度調査回答（知的財産） 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成29年度発明届 研究・社会連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成29年度出願・審査請求・権利化等関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成29年度共同出願契約書 研究・社会連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
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2017年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成29年度秘密保持契約書 研究・社会連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成29年度外国出願支援制度関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成29年度実施許諾契約及び報告書 研究・社会連携課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成29年度知的財産文書 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 平成29年度利益相反自己申告書 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度利益相反マネジメント委員会 研究・社会連携課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度文書・調査物① 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度文書・調査物② 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度コラボ産学官関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成30年度年度計画・業務実績報告書 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度社会連携推進部門会議 研究・社会連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度産学官連携推進機構 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度減災・復興デザイン教育研究センター 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度任用関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度予算関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金委嘱伺等 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成30年度地域開放推進事業関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成30年度地域自治会等との懇談会関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成30年度同窓会との交流会関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成30年度大学開放イベント関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度自家用車業務使用関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 平成30年度イノベーションジャパン 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 平成30年度BioJapan2018 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 平成30年度西日本製造技術イノベーション 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 平成30年度NEW環境展 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 手続・届出 平成30年度 度産学官連携推進機構実験室利用の公募関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 平成30年防災シンポジウム関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 平成30年度おおいた協働ものづくり展 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 同窓会連合会関係綴 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度発明審査委員会 研究・社会連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成30年度安全保障輸出管理チェックリスト等 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成30年度安全保障輸出管理監査 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度共同研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2019年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度受託研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2019年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度受託事業契約及び報告書 研究・社会連携課 2019年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度収益化，履行決定決議書 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度補完研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2019年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度調査回答（外部資金） 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度調査回答（知的財産） 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成30年度発明届 研究・社会連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成30年度出願・審査請求・権利化等関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成30年度共同出願契約書 研究・社会連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成30年度秘密保持契約書 研究・社会連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成30年度外国出願支援制度関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成30年度実施許諾契約及び報告書 研究・社会連携課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 平成30年度知的財産文書 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 平成30年度利益相反自己申告書 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度利益相反マネジメント委員会 研究・社会連携課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度文書・調査物① 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度文書・調査物② 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和元年度年度計画・業務実績報告書 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度社会連携推進部門会議 研究・社会連携課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度産学官連携推進機構 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度減災・復興デザイン教育研究センター 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度教職員任用 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 兼業 令和元年度兼業 研究・社会連携課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令簿（機構①） 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令簿（機構②） 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令簿（研究・社会連携課） 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度予算関係 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 令和元年度謝金委嘱伺等 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 令和元年度地域開放推進事業 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 令和元年度地域自治会等との懇談会 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 令和元年度同窓会連合会地区別同窓生との合同交流会 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 令和元年度同窓会連合会ホームカミングデー 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 令和元年度大学開放イベント 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度自家用車業務使用 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 令和元年度イノベーションジャパン 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
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2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 令和元年度BioJapan2018 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 令和元年度西日本製造技術イノベーション 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 手続・届出 令和元年度 度産学官連携推進機構実験室利用の公募 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 令和元年度年防災シンポジウム 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 令和元年度おおいた協働ものづくり展 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 令和元年度おおいた市民総おどり 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 令和元年度アントレプレナーシップセミナー for kids 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 令和元年度おおた研究・開発フェア 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 令和元年度同窓会連合会 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度発明審査委員会 研究・社会連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度発明審査委員会② 研究・社会連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和元年度安全保障輸出管理チェックリスト等 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和元年度安全保障輸出管理 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度共同研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2020年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度受託研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2020年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度受託事業契約及び報告書 研究・社会連携課 2020年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度収益化，履行決定決議書 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度補完研究契約及び報告書 研究・社会連携課 2020年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度調査回答（外部資金） 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度調査回答（知的財産） 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和元年度発明届 研究・社会連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和元年度出願・審査請求・権利化等関係 研究・社会連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和元年度共同出願契約書 研究・社会連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和元年度秘密保持契約書 研究・社会連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和元年度外国出願支援関係 研究・社会連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和元年度実施許諾契約及び報告書 研究・社会連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和元年度知的財産文書 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和元年度利益相反自己申告書0001～0800 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和元年度利益相反自己申告書0801～1600 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和元年度利益相反自己申告書1601～ 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度利益相反マネジメント 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和元年度有体物提供に係る契約書 研究・社会連携課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 発明等に係る相当の利益 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 新技術説明会 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和元年度知財戦略デザイナー派遣事業 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和２年度知財戦略デザイナー派遣事業 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 産学連携知的財産アドバイザー派遣事業 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 中小企業知的財産活動支援事業補助金 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 一般社団法人工業所有権協力センター大学高専知財活動助成事業 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 知的財産権報告関係（AMED事業) 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 知的財産権報告関係（JST事業等） 研究・社会連携課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 2020年度文書・調査物① 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 2020年度文書・調査物② 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 2020年度自動車入構証申請関係 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 2020年度年度計画・業務実績報告書 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度社会連携推進委員会 産学連携課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度産学官連携推進機構① 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度産学官連携推進機構② 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度減災・復興デザイン教育研究センター 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 2020年度教職員任用 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 兼業 2020年度兼業 産学連携課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 2020年度旅行命令簿（機構・産学連携課） 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 2020年度予算関係 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 2020年度謝金委嘱伺等 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 2020年度地域開放推進事業 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 2020年度地域自治会等との懇談会 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 2020年度自家用車業務使用 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 2020年度イノベーションジャパン 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 手続・届出 2020年度産学官連携推進機構実験室利用の公募 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 2020年度防災シンポジウム 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 令和元年度同窓会連合会 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2020年度出勤簿 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2020年度休暇簿 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2020年度勤務時間関係 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度発明審査委員会 産学連携課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度発明審査委員会② 産学連携課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和２年度安全保障輸出管理チェックリスト等 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和２年度安全保障輸出管理 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年度調査回答（知的財産） 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和２年度発明届 産学連携課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和２年度出願・審査請求・権利化等関係 産学連携課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和２年度共同出願契約書 産学連携課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和２年度秘密保持契約書 産学連携課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和２年度実施許諾契約及び報告書 産学連携課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和２年度知的財産文書 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和２年度利益相反自己申告書0001～0900 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和２年度利益相反自己申告書0901～1800 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和２年度利益相反自己申告書1801～ 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度利益相反マネジメント 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和２年度有体物提供に係る契約書 産学連携課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 発明等に係る相当の利益 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 新技術説明会 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 産学連携知的財産アドバイザー派遣事業 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 知的財産権報告関係（AMED事業) 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 知的財産権報告関係（JST事業等） 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和2年度共同研究契約及び報告書 産学連携課 2021年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和2年度受託研究契約及び報告書 産学連携課 2021年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和2年度受託事業契約及び報告書 産学連携課 2021年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和2年度収益化，履行決定決議書 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和2年度補完研究契約及び報告書 産学連携課 2021年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和2年度研究コンサルティング関係 産学連携課 2021年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度調査回答（外部資金） 産学連携課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 2021年度文書・調査物① 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 2021年度文書・調査物② 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 2021年度文書・調査物③ 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 2021年度自動車入構証申請関係 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 2021年度年度計画・アクションプラン実績報告書 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 2021年度社会連携推進委員会 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 2021年度産学官連携推進センター① 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 2021年度産学官連携推進センター② 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度減災・復興デザイン教育研究センター 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 2021年度教職員任用 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 2021年度兼業 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 2021年度旅行命令簿（センター・産学連携課） 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 2021年度予算関係 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 2021年度謝金・委嘱伺・実施報告書 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 2021年度地域自治会等との懇談会 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 2021年度自家用車業務使用 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 2021年度イノベーションジャパン 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 手続・届出 2021年度産学官連携推進機構実験室利用の公募 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 産学・地域連携 産学連携 2021年度防災シンポジウム 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 2021年度大分大学同窓会連合会 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2021年度出勤簿 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2021年度休暇簿 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2021年度勤務時間関係 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 2021年度自家用車業務使用関係 産学連携課　産学連携係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度発明審査委員会 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和3年度安全保障輸出管理チェックリスト等 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和3年度安全保障輸出管理 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度調査回答（知的財産） 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和3年度発明届 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和3年度出願・審査請求・権利化等関係 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和3年度共同出願契約書 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和3年度秘密保持契約書 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和3年度実施許諾契約及び報告書 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和3年度利益相反自己申告書0001～0900 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和3年度利益相反自己申告書0901～1800 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和3年度利益相反自己申告書1801～ 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度利益相反マネジメント 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和3年度有体物・データ提供に係る契約書 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 発明等に係る相当の利益 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 新技術説明会 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄
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2021年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 知的財産権報告関係（AMED事業) 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 知的財産権報告関係（JST事業等） 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 法規 内部規則 規程・様式改正 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 知的財産 発明・特許等 令和3年度著作権利用許諾契約書 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和3年度共同研究契約及び報告書 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和3年度受託研究契約及び報告書 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和3年度受託事業契約及び報告書 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和3年度収益化 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和3年度補完研究契約及び報告書 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和3年度研究コンサルティング関係 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 研究期間終了後５年 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度外部資金調査関係綴 産学連携課　外部資金・知的財産係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 産学連携課 産学連携課長 廃棄

1949年度 （旧）学術情報課 資料収集 物品管理 図書原簿関係 学術情報課総務係 1950年4月1日 無期限 紙 学術情報課事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1977年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和52年度3-1 医学情報管理係 1978年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1977年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和52年度3-2 医学情報管理係 1978年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1977年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和52年度3-3 医学情報管理係 1978年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1978年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和53年度1-1 医学情報管理係 1979年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1979年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和54年度5-1 医学情報管理係 1980年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1979年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和54年度5-2 医学情報管理係 1980年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1979年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和54年度5-3 医学情報管理係 1980年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1979年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和54年度5-4 医学情報管理係 1980年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1979年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和54年度5-5 医学情報管理係 1980年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1980年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和55年度3-1 医学情報管理係 1981年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1980年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和55年度3-2 医学情報管理係 1981年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1980年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和55年度3-3 医学情報管理係 1981年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1981年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和56年度3-1 医学情報管理係 1982年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1981年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和56年度3-2 医学情報管理係 1982年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1981年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和56年度3-3 医学情報管理係 1982年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1982年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和57年度7-1 医学情報管理係 1983年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1982年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和57年度7-2 医学情報管理係 1983年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1982年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和57年度7-3 医学情報管理係 1983年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1982年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和57年度7-4 医学情報管理係 1983年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1982年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和57年度7-5 医学情報管理係 1983年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1982年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和57年度7-6 医学情報管理係 1983年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1982年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和57年度7-7 医学情報管理係 1983年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1983年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和58年度2-1 医学情報管理係 1984年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1983年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和58年度2-2 医学情報管理係 1984年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1984年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和59年度2-1 医学情報管理係 1985年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1984年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和59年度2-2 医学情報管理係 1985年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1985年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和60年度2-1 医学情報管理係 1986年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1985年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和60年度2-2 医学情報管理係 1986年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1986年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和61年度2-1 医学情報管理係 1987年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1986年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和61年度2-2 医学情報管理係 1987年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1987年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和62年度2-1 医学情報管理係 1988年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1987年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和62年度2-2 医学情報管理係 1988年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1988年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿昭和63年度1-1 医学情報管理係 1989年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1989年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成元年度2-1 医学情報管理係 1990年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1989年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成元年度2-2 医学情報管理係 1990年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1990年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成2年度2-1 医学情報管理係 1991年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1990年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成2年度2-2 医学情報管理係 1991年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1991年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成3年度2-1 医学情報管理係 1992年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1991年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成3年度2-2 医学情報管理係 1992年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1992年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成4年度2-1 医学情報管理係 1993年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1992年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成4年度2-2 医学情報管理係 1993年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1993年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成5年度3-1 医学情報管理係 1994年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1993年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成5年度3-2 医学情報管理係 1994年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1993年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成5年度3-3 医学情報管理係 1994年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1994年度 （旧）学術情報課・医学分館 管理 その他管理運営文書（30年） 組織機構等調査H4-H6 医学情報管理係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1994年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成6年度2-1 医学情報管理係 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1994年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成6年度2-2 医学情報管理係 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1995年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成7年度3-1 医学情報管理係 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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1995年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成7年度3-2 医学情報管理係 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1995年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成7年度3-3 医学情報管理係 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1996年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成8年度2-1 医学情報管理係 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1996年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成8年度2-2 医学情報管理係 1997年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1997年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成9年度2-1 医学情報管理係 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1997年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成9年度2-2 医学情報管理係 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1998年度 （旧）学術情報課・医学分館 管理 沿革記録（重要文書） 二十周年記念誌関係（平成10年度） 医学情報管理係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1998年度 （旧）学術情報課・医学分館 管理 沿革記録（重要文書） 二十周年記念誌－原稿依頼関係 医学情報管理係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1998年度 （旧）学術情報課・医学分館 管理 沿革記録（重要文書） 二十周年記念誌配布関係 医学情報管理係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1998年度 （旧）学術情報課・医学分館 管理 沿革記録（重要文書） 二十周年記念誌配布簿 医学情報管理係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1998年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成10年度2-1 医学情報管理係 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1998年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成10年度2-2 医学情報管理係 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1999年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 利用統計 平成11年度利用統計ファイル 医学情報管理係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1999年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成11年度2-1 医学情報管理係 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
1999年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成11年度2-2 医学情報管理係 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2000年度 総務 児童図書室関係 学術情報課総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2000年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 利用統計 平成12年度利用統計ファイル 医学情報管理係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2000年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成12年度2-1 医学情報管理係 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2000年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成12年度2-2 医学情報管理係 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2001年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 利用統計 平成13年度利用統計ファイル 医学情報管理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2001年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成13年度2-1 医学情報管理係 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2001年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成13年度2-2 医学情報管理係 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2002年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 蔵書統計 受入内訳表H4-14 医学情報管理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2002年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 蔵書統計 分野別図書受入数内訳表H3-14 医学情報管理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2002年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 利用統計 平成14年度利用統計ファイル 医学情報管理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2002年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成14年度2-1 医学情報管理係 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2002年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成14年度2-2 医学情報管理係 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2003年度 図書 管理 電算化 平成15年度研究紀要承諾書１ 図書企画係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫７ 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2003年度 図書 管理 電算化 平成15年度研究紀要承諾書２ 図書企画係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫７ 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2003年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 蔵書統計 受入内訳表H4-15 医学情報管理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2003年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 蔵書統計 分野別図書受入数内訳表H3-15 医学情報管理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2003年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 利用統計 平成15年度利用統計ファイル 医学情報管理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2003年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成15年度2-1 医学情報管理係 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2003年度 （旧）学術情報課・医学分館 図書 図書原簿 図書原簿平成15年度2-2 医学情報管理係 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2004年度 図書 図書原簿平成16年度 医学情報管理係 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2005年度 図書 図書原簿平成17年度 医学情報管理係 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2006年度 総務 情報公開関係 学術情報課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2006年度 総務 大分県立図書館との相互協力関係 学術情報課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2006年度 図書 図書原簿平成18年度 医学情報管理係 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2007年度 図書 管理 電算化 平成19年度大分県図書館横断検索システム 図書企画係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2007年度 図書館サービス 平成19年度利用統計ファイル 図書企画係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2007年度 図書 図書原簿平成19年度 医学情報管理係 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2008年度 図書館サービス 平成20年度利用統計ファイル 図書企画係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2008年度 図書 図書原簿平成20年度 医学情報管理係 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2009年度 情報システム 統合認証システム利用者ファイル 情報基盤センター 2009年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 電子 情報基盤センター電算室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2009年度 情報システム ネットワーク端末利用申請ファイル（旦野原キャンパス） 情報基盤センター 2009年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 電子 情報基盤センター電算室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2009年度 図書館サービス 平成21年度利用統計ファイル 　図書企画係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2009年度 図書 図書原簿平成21年度 医学情報管理係 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2010年度 平成22年度利用申請書綴 情報基盤センター 2011年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2010年度 総務 ブラウズリーダ設置に関する協定書 図書企画係 2011年4月1日 協定を解除するまで 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2010年度 図書館サービス 平成22年度利用統計ファイル 図書企画係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2010年度 図書 図書原簿平成22年度 医学情報管理係 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2011年度 情報 システム システム運用・管理 平成23年度利用申請書綴 情報基盤センター 2012年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2011年度 図書 図書 利用統計 平成23年度利用統計年報 図書企画係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2011年度 図書 管理 目録 平成23年度リポジトリ登録許諾書 図書企画係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2011年度 図書 管理 目録 平成23年度博士論文電子化許諾 図書企画係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2011年度 図書 管理 受入 図書原簿平成23年度 医学情報管理係 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 情報 システム システム運用・管理 平成24年度利用申請書綴 情報基盤センター 2013年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2012年度 図書 図書 利用統計 平成24年度利用統計年報 図書企画係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 管理一般 文書 総括 平成24年度規程制定・改正 学術情報課総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 管理一般 総括 行事・儀式 新図書館開館記念式典関係 学術情報課総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度学術情報拠点運営会議 学術情報課総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 学外会議 平成24年度九州地区大学図書館協議会 学術情報課総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2012年度 管理一般 会議 学外会議 平成24年度大分県大学図書館協議会総会 学術情報課総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 管理一般 統計 調査統計 平成24年度図書館関係調査 学術情報課総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 管理一般 統計 調査統計 平成24年度学術情報基盤実態調査 学術情報課総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 人事 任免 総括 平成24年度人事関係 学術情報課総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 会計 総括 帳簿 平成24年度金銭出納帳 学術情報課総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 学外会議 九州地区医学図書館協議会H24 医学情報管理係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 管理一般 統計 調査統計 大学図書館実態調査H24 医学情報管理係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 管理一般 統計 調査統計 図書館調査（日本図書館協会）H24 医学情報管理係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 図書 管理 受入 図書原簿平成24年度 医学情報管理係 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 図書 管理 目録 平成24年度リポジトリ登録許諾書 図書企画係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2012年度 図書 管理 電算化 平成24年度学生証磁気カード仕様 図書企画係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 情報システム 管理 電算化 図書館利用者ファイル 図書企画係 2014年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 電子

情報基盤セン
ター電算室

学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 情報 システム システム運用・管理 平成25年度利用申請書綴 情報基盤センター 2014年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2013年度 図書 図書 利用統計 平成25年度利用統計年報 図書企画係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度学術情報拠点運営会議 学術情報課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 学外会議 平成25年度九州地区大学図書館協議会等 学術情報課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 学外会議 平成25年度大分県大学図書館協議会総会 学術情報課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 管理一般 統計 調査統計 平成25年度図書館関係調査 学術情報課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 管理一般 統計 調査統計 平成25年度学術情報基盤実態調査 学術情報課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 人事 任免 総括 平成25年度人事関係文書 学術情報課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 会計 総括 帳簿 平成25年度金銭出納帳 学術情報課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 学外会議 平成25年度国立大学図書館協会 学術情報課総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 学外会議 九州地区医学図書館協議会H25 医学情報管理係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 管理一般 統計 調査統計 大学図書館実態調査H25 医学情報管理係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 管理一般 統計 調査統計 図書館調査（日本図書館協会）H25 医学情報管理係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 図書 管理 受入 図書原簿平成25年度 医学情報管理係 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2013年度 図書 管理 目録 平成25年度リポジトリ登録許諾書 図書企画係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度学術情報拠点運営会議 学術情報課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 学外会議 平成26年度九州地区大学図書館協議会等 学術情報課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 学外会議 平成26年度大分県大学図書館協議会総会 学術情報課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 管理一般 統計 調査統計 平成26年度図書館関係調査 学術情報課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 管理一般 統計 調査統計 平成26年度学術情報基盤実態調査 学術情報課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 人事 任免 総括 平成26年度人事関係文書 学術情報課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 会計 総括 帳簿 平成26年度金銭出納帳 学術情報課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 学外会議 平成26年度国立大学図書館協会 学術情報課総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 学外会議 九州地区医学図書館協議会H26 医学情報管理係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 管理一般 統計 調査統計 大学図書館実態調査H26 医学情報管理係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 管理一般 統計 調査統計 図書館調査（日本図書館協会）H26 医学情報管理係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 図書 管理 受入 図書原簿平成26年度 医学情報管理係 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2014年度 情報 システム システム運用・管理 平成26年度利用申請書綴 情報基盤センター 2015年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2014年度 図書 図書 利用統計 平成26年度利用統計年報 図書企画係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 情報 システム システム運用・管理 平成27年度利用申請書綴 情報基盤センター 2016年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2015年度 図書 図書 利用統計 平成27年度利用統計年報 図書企画係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 学外会議 九州地区医学図書館協議会H26 医学情報管理係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 管理一般 統計 調査統計 大学図書館実態調査H26 医学情報管理係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 管理一般 統計 調査統計 図書館調査（日本図書館協会）H26 医学情報管理係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度学術情報拠点運営会議 学術情報課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 学外会議 平成27年度九州地区大学図書館協議会等 学術情報課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 学外会議 平成27年度大分県大学図書館協議会総会 学術情報課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 管理一般 統計 調査統計 平成27年度図書館関係調査 学術情報課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 管理一般 統計 調査統計 平成27年度学術情報基盤実態調査 学術情報課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 人事 任免 総括 平成27年度人事関係文書 学術情報課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 総括 帳簿 平成27年度金銭出納帳 学術情報課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 学外会議 平成27年度国立大学図書館協会 学術情報課総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書 医学情報管理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿平成27年度 医学情報管理係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成26年度図書原簿No.103　自1388647　至1391969 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成26年度図書原簿No.102　自1385327　至1388646 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成25年度図書原簿No.101　自1378912　至1385326 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成24年度図書原簿No.100　自1371728　至1378911 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成23年度図書原簿No.99　自1365725　至1371727 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成22年度図書原簿No.98　自1362466　至1365724 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成22年度図書原簿No.97　自1358769　至1362465 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2015年度 図書 管理 受入 平成21年度図書原簿No.96　自1355190　至1358768 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成21年度図書原簿No.95　自1351717　至1355189 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成21年度図書原簿No.94　自1348933　至1351716 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成20年度図書原簿No.93　自1345500　至1348932 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成20年度図書原簿No.92　自1342768　至1345499 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成20年度図書原簿No.91　自1339368　至1342767 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成19年度図書原簿No.90　自1337197　至1339367 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成19年度図書原簿No.89　自1335509　至1337196 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成19年度図書原簿No.88　自1332166　至1335508 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成18年度図書原簿No.87　自1329340　至1332165 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成18年度図書原簿No.86　自1326710　至1329339 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成18年度図書原簿No.85　自1324512　至1326709 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成17年度図書原簿No.84　自1321147　至1324511 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成17年度図書原簿No.83　自1318035　至1321146 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成17年度図書原簿No.82　自1316227　至1318034 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成16年度図書原簿No.81　自1313259　至1316226 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成16年度図書原簿No.80　自1310271　至1313258 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成16年度図書原簿No.79　自1335509　至1337208 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成15年度図書原簿No.78　自1301818　至1306619 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成15年度図書原簿No.77　自1296523　至1301817 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成15年度図書原簿No.76　自1292826　至1296522 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成14年度図書原簿No.75　自1290538　至1292825 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成14年度図書原簿No.74　自1289137　至1290537 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成14年度図書原簿No.73　自1287063　至1289136 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成14年度図書原簿No.72　自1283859　至1287062 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成14年度図書原簿No.71　自1281972　至1283858 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成14年度図書原簿No.70　自1280434　至1281971 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成13年度図書原簿No.69　自1275593　至1280433 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成13年度図書原簿No.68　自1273741　至1275592 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成13年度図書原簿No.67　自1270846　至1273740 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成13年度図書原簿No.66　自1268427　至1270845 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成13年度図書原簿No.65　自1266709　至1268426 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成12年度図書原簿No.64　自1261661　至1266708 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成12年度図書原簿No.63　自1258275　至1261660 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成12年度図書原簿No.62　自1256566　至1258274 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成12年度図書原簿No.61　自1254251　至1256565 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成11年度図書原簿No.60　自1249503　至1254250 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成11年度図書原簿No.59　自1245631　至1249502 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成11年度図書原簿No.58　自1243594　至1245630 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成11年度図書原簿No.57　自1241562　至1243593 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成10年度図書原簿No.56　自1237339　至1241561 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成10年度図書原簿No.55　自1234519　至1237338 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成10年度図書原簿No.54　自1231375　至1234518 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成10年度図書原簿No.53　自1228254　至1231374 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成9年度図書原簿No.52　自1221078　至1228253 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成9年度図書原簿No.51　自1215716　至1221077 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成8年度図書原簿No.50　自1207576　至1215715 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成8年度図書原簿No.49　自1201981　至1207575 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成7年度図書原簿No.48　自1099426　至1201980 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成7年度図書原簿No.47　自1093549　至1099425 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成6年度図書原簿No.46　自1090689　至1093535 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成6年度図書原簿No.45　自1087730　至1090688 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成6年度図書原簿No.44　自1086068　至1087729 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成6年度図書原簿No.43　自1084229　至1086067 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成6年度図書原簿No.42　自1083151　至1084228 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成6年度図書原簿No.41　自1081784　至1083150 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成6年度図書原簿No.40　自1080493　至1081783 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成5年度図書原簿No.39　自1078166　至1080492 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成5年度図書原簿No.38　自1075871　至1078165 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成5年度図書原簿No.37　自1073853　至1075870 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成5年度図書原簿No.36　自1072388　至1073852 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成5年度図書原簿No.35　自1070180　至1072387 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成5年度図書原簿No.34　自1068278　至1070179 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2015年度 図書 管理 受入 平成4年度図書原簿No.33　自1065707　至1068277 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成4年度図書原簿No.32　自1062982　至1065706 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成4年度図書原簿No.31　自1080245　至1062981 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成4年度図書原簿No.30　自1057690　至1030244 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成4年度図書原簿No.29　自1054952　至1057689 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成3年度図書原簿No.28　自1052143　至1054951 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成3年度図書原簿No.27　自1049130　至1052142 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成3年度図書原簿No.26　自1047135　至1049129 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成3年度図書原簿No.25　自1044542　至1047134 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成3年度図書原簿No.24　自1042203　至1044541 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成2年度図書原簿No.23　自1040161　至1042232 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成2年度図書原簿No.22　自1037811　至1040160 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成2年度図書原簿No.21　自1035201　至1037810 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成2年度図書原簿No.20　自1032201　至1035200 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成2年度図書原簿No.19　自1029771　至1032200 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成元年度図書原簿No.18　自1027795　至1029770 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成元年度図書原簿No.17　自1025490　至1027794 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成元年度図書原簿No.16　自1023120　至1025489 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成元年度図書原簿No.15　自1020879　至1023119 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成元年度図書原簿No.14　自1019466　至1020878 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成元年度図書原簿No.13　自1017899　至1019465 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成元年度図書原簿No.12　自1016421　至1017898 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 平成元年度図書原簿No.11　自1014799　至1016420 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和63年度図書原簿No.10　自1013008　至1014798 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和63年度図書原簿No.9　自1011686　至1013007 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和63年度図書原簿No.8　自1010232　至1011685 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和63年度図書原簿No.7　自1008777　至1010231 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和63年度図書原簿No.6　自1007213　至1008776 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和63年度図書原簿No.5　自1005604　至1008212 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和63年度図書原簿No.4　自1004189　至1005603 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和63年度図書原簿No.3　自1002855　至1004188 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和63年度図書原簿No.2　自1001442　至1002854 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和63年度図書原簿No.1　自1000001　至1001441 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和62年度図書原簿No.138　自408481　至409437 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和62年度図書原簿No.137　自406923　至408480 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和62年度図書原簿No.136　自405606　至406922 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和62年度図書原簿No.135　自404049　至405605 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和62年度図書原簿No.134　自402225　至404048 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和62年度図書原簿No.133　自400525　至402224 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和62年度図書原簿No.132　自399071　至400524 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和62年度図書原簿No.131　自397209　至399070 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和62年度図書原簿No.130　自395420　至397208 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和62年度図書原簿No.129　自393775　至395419 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和61年度図書原簿No.128　自391773　至393774 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和61年度図書原簿No.127　自390030　至391772 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和61年度図書原簿No.126　自388100　至390029 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和61年度図書原簿No.125　自386279　至388099 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和61年度図書原簿No.124　自384720　至386278 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和61年度図書原簿No.123　自383152　至384719 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和61年度図書原簿No.122　自381784　至383151 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和61年度図書原簿No.121　自380088　至381783 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和60年度図書原簿No.120　自378429　至380087 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和60年度図書原簿No.119　自376765　至378428 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和60年度図書原簿No.118　自375165　至376764 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和60年度図書原簿No.117　自373948　至375164 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和60年度図書原簿No.116　自372687　至373947 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和60年度図書原簿No.115　自371359　至372686 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和60年度図書原簿No.114　自369418　至371358 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和60年度図書原簿No.113　自368028　至369417 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和60年度図書原簿No.112　自366671　至368027 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和59年度図書原簿No.111　自365376　至366670 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和59年度図書原簿No.110　自363735　至365375 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和59年度図書原簿No.109　自361598　至363734 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2015年度 図書 管理 受入 昭和59年度図書原簿No.108　自360021　至361597 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和59年度図書原簿No.107　自358362　至360020 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和59年度図書原簿No.106　自357117　至358361 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和59年度図書原簿No.105　自355682　至357116 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和59年度図書原簿No.104　自354497　至355681 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和59年度図書原簿No.103　自352959　至354496 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和59年度図書原簿No.102　自351531　至352958 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和58年度図書原簿No.101　自350380　至351530 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和58年度図書原簿No.100　自349088　至350379 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和58年度図書原簿No.99　自346954　至349087 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和58年度図書原簿No.98　自345348　至346953 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和58年度図書原簿No.97　自343609　至345347 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和58年度図書原簿No.96　自342153　至343608 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和58年度図書原簿No.95　自340593　至342152 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和58年度図書原簿No.94　自339432　至340592 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和58年度図書原簿No.93　自337514　至339431 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和58年度図書原簿No.92　自335875　至337513 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和57年度図書原簿No.91　自334132　至335874 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和57年度図書原簿No.90　自332212　至334131 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和57年度図書原簿No.89　自330719　至332211 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和57年度図書原簿No.88　自328986　至330718 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和57年度図書原簿No.87　自327002　至328985 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和57年度図書原簿No.86　自325491　至327001 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和57年度図書原簿No.85　自323446　至325490 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和57年度図書原簿No.84　自321868　至323445 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和57年度図書原簿No.83　自320587　至321867 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和57年度図書原簿No.82　自318739　至320586 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和56年度図書原簿No.81　自316925　至318738 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和56年度図書原簿No.80　自315060　至316924 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和56年度図書原簿No.79　自313185　至315059 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和56年度図書原簿No.78　自311212　至313184 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和56年度図書原簿No.77　自309329　至311211 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和56年度図書原簿No.76　自307609　至309328 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和56年度図書原簿No.75　自305747　至307608 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和56年度図書原簿No.74　自304015　至305746 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和56年度図書原簿No.73　自302099　至304014 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和56年度図書原簿No.72　自300190　至302098 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和55年度図書原簿No.71　自298943　至300189 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和55年度図書原簿No.70　自297301　至298942 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和55年度図書原簿No.69　自295381　至297300 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和55年度図書原簿No.68　自293158　至295380 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和55年度図書原簿No.67　自290470　至293157 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和55年度図書原簿No.66　自288792　至290469 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和55年度図書原簿No.65　自286652　至288791 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和55年度図書原簿No.64　自285010　至286651 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和55年度図書原簿No.63　自288360　至285009 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和55年度図書原簿No.62　自281489　至283359 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和55年度図書原簿No.61　自279929　至281488 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和54年度図書原簿No.60　自277931　至279928 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和54年度図書原簿No.59　自276013　至277930 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和54年度図書原簿No.58　自274014　至276012 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和54年度図書原簿No.57　自271840　至274013 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和54年度図書原簿No.56　自269713　至271839 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和54年度図書原簿No.55　自267658　至269712 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和54年度図書原簿No.54　自265738　至267657 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和54年度図書原簿No.53　自263591　至265737 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和54年度図書原簿No.52　自261254　至263590 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和53年度図書原簿No.51　自258753　至261253 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和53年度図書原簿No.50　自256403　至258752 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和53年度図書原簿No.49　自253805　至256402 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和53年度図書原簿No.48　自251705　至253804 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和53年度図書原簿No.47　自249560　至251704 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和53年度図書原簿No.46　自247546　至249559 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2015年度 図書 管理 受入 昭和53年度図書原簿No.45　自245896　至247545 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和52年度図書原簿No.44　自243482　至245895 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和52年度図書原簿No.43　自241094　至243481 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和52年度図書原簿No.42　自238391　至241093 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和52年度図書原簿No.41　自235270　至238390 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和52年度図書原簿No.40　自232402　至235269 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和51年度図書原簿No.39　自230477　至232401 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和51年度図書原簿No.38　自227989　至230476 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和51年度図書原簿No.37　自225431　至227988 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和51年度図書原簿No.36　自222075　至225430 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和51年度図書原簿No.35　自219479　至222074 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和50年度図書原簿No.34　自217443　至219478 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和50年度図書原簿No.33　自215589　至217442 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和50年度図書原簿No.32　自213655　至215588 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和50年度図書原簿No.31　自211894　至213654 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和50年度図書原簿No.30　自209719　至211893 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和50年度図書原簿No.29　自206795　至209718 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和49年度図書原簿No.28　自205174　至207744 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和49年度図書原簿No.27　自203106　至205173 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和49年度図書原簿No.26　自201247　至203105 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和49年度図書原簿No.25　自199087　至201246 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和49年度図書原簿No.24　自197032　至199086 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和48年度図書原簿No.23　自194371　至197031 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和48年度図書原簿No.22　自191976　至194370 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和48年度図書原簿No.21　自190210　至191975 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和48年度図書原簿No.20　自188614　至190209 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和48年度図書原簿No.19　自187002　至188613 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和47年度図書原簿No.18　自185237　至187001 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和47年度図書原簿No.17　自183433　至185236 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和47年度図書原簿No.16　自181737　至183432 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和47年度図書原簿No.15　自180079　至181736 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和47年度図書原簿No.14　自178472　至180078 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和47年度図書原簿No.13　自176943　至178471 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和46年度図書原簿No.12　自174964　至176942 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和46年度図書原簿No.11　自173165　至174963 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和46年度図書原簿No.10　自171776　至173164 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和46年度図書原簿No.9　自170154　至171775 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和45年度図書原簿No.8　自168512　至170153 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和45年度図書原簿No.7　自166906　至168511 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和45年度図書原簿No.6　自165048　至166905 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和45年度図書原簿No.5　自163004　至165047 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和44年度図書原簿No.4　自160875　至163003 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和44年度図書原簿No.3　自159047　至160874 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和44年度図書原簿No.2　自156679　至159046 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 昭和44年度図書原簿No.1　自154893　至156678 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.14 自74528　至77635　教育学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.13 自71014　至74527　教育学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.12 自66505　至71013　教育学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.11 自60961　至66504　教育学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.10 自52046　至60960　学芸学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.9 自46105　至52045　学芸学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.8 自42746　至46104　学芸学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.7 自36765　至42745　学芸学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.6 自30810　至36764　学芸学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.5 自24889　至30809　学芸学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.4 自23701　至24888　学芸学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.3 自16288　至23700　学芸学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.2 自7856　至16287　学芸学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.1 自1　至7855　学芸学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.27（洋4） 自19354　至24052　経済学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.26（洋3） 自14165　至19353　経済学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.25（洋2） 自8329　至14164　経済学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.24（洋1） 自1　至8328　経済学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.23（和9） 自50222　至53082　経済学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.22（和8） 自41260　至50221　経済学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.21（和7） 自35038　至41259　経済学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.20（和6） 自30486　至35037　経済学部 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.19（和5） 自25531　至30485　大分高等商業学校 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.18（和4） 自21097　至25530　大分高等商業学校 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.17（和3） 自17084　至21096　大分高等商業学校 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.16（和2） 自8336　至17083　大分高等商業学校 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 図書 管理 受入 図書原簿No.15（和1） 自1　至8335　大分高等商業学校 学術情報課総務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 文書管理 平成27年度仕様策定関係文書 情報管理係 2016年4月1日 運用期間終了後1年 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-1 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-2 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-3 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-4 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-5 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-6 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-7 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-8 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-9 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-10 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-11 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-12 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-13 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-14 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-15 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-16 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-17 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-18 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-19 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-20 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-21 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-22 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-23 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-24 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-25 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-26 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度支出決議書 27-27 学術情報課総務係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2015年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成27年度中期目標・中期計画 副課長 2016年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 学外会議 九州地区医学図書館協議会H28 医学情報管理係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 管理一般 統計 調査統計 大学図書館実態調査H28 医学情報管理係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 管理一般 統計 調査統計 図書館調査（日本図書館協会）H28 医学情報管理係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書 医学情報管理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成28年度中期目標・中期計画 副課長 2017年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2016年度 図書 管理 総括 平成28年度代物弁済（不用決定・処分伺） 学術情報課総務係 ######### 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：無期限

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-1 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-2 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-3 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-4 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-5 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-6 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-7 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-8 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-9 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-10 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-11 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-12 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-13 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-14 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-15 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-16 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-17 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-18 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

70/328



国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-19 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 28-20 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 科研1 学術情報課総務係 2017年4月1日 補助事業期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：5年

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 科研2 学術情報課総務係 2017年4月1日 補助事業期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：5年

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 科研3 学術情報課総務係 2017年4月1日 補助事業期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：5年

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 科研4 学術情報課総務係 2017年4月1日 補助事業期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：5年

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 科研5 学術情報課総務係 2017年4月1日 補助事業期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：5年

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 科研6 学術情報課総務係 2017年4月1日 補助事業期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：5年

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 科研7 学術情報課総務係 2017年4月1日 補助事業期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：5年

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 科研8 学術情報課総務係 2017年4月1日 補助事業期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：5年

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 受託1 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 受託2 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度支出決議書 受託3 学術情報課総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 図書 管理 受入 平成27年度図書原簿No.104　自1391970　至1399099 学術情報課総務係 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2016年度 管理一般 文書 文書管理 平成28年度仕様策定関係文書 情報管理係 2017年4月1日 運用期間終了後1年 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 情報 システム システム運用・管理 平成29年度利用申請書綴 情報基盤センター 2018年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2017年度 図書 図書 利用統計 平成29年度利用統計年報 図書企画係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度学術情報拠点運営会議 学術情報課総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 学外会議
平成29年度九州地区大学図書館協議会等/大分県大学図書館協議会総会/国立
大学図書館協会九州地区国立大学図書館協会

学術情報課総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度図書館関係調査 学術情報課総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度学術情報基盤実態調査 学術情報課総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 人事 任免 総括 平成29年度人事関係文書 学術情報課総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度金銭出納帳 学術情報課総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 学外会議 九州地区医学図書館協議会H29 医学情報管理係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 大学図書館実態調査H29 医学情報管理係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 図書館調査（日本図書館協会）H29 医学情報管理係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 1 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 2 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 3 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 4 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 5 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 6 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 7 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 8 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 9 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 10 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 11 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 12 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 13 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 14 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 15 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 16 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 17 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 18 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 科研1 学術情報課総務係 2018年4月1日 補助事業期間終了後5年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：5年

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 科研2 学術情報課総務係 2018年4月1日 補助事業期間終了後5年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：5年

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 科研3 学術情報課総務係 2018年4月1日 補助事業期間終了後5年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：5年

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 科研4 学術情報課総務係 2018年4月1日 補助事業期間終了後5年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：5年

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 科研5 学術情報課総務係 2018年4月1日 補助事業期間終了後5年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：5年

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 科研6 学術情報課総務係 2018年4月1日 補助事業期間終了後5年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：5年
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2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 科研7 学術情報課総務係 2018年4月1日 補助事業期間終了後5年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：5年

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 科研8 学術情報課総務係 2018年4月1日 補助事業期間終了後5年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：5年

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 受託1 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 受託2 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決議書 受託3 学術情報課総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書 医学情報管理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成29年度中期目標・中期計画 副課長 2018年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 学外会議 平成29年度大学ICT推進協議会 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度収発件名簿 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度法人文書管理 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度勤務時間報告書関係 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度時間外勤務命令簿 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度休日の振替 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度休日の振替（情報基盤センター） 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿(情報基盤センター） 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿及び旅行報告書 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度現金領収証書受払簿 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度現金領収証書原符 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度物品使用簿 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 利用 文献複写 平成29年度債権発生通知書 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度監査関係 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 帳簿 平成29年度公印使用簿 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺関係 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 管理 寄贈 平成29年度寄贈図書採納伺 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2017年度 図書 管理 総括 平成29年度代物弁済（不用決定・処分伺） 学術情報課総務係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：無期限

2017年度 図書 管理 目録 平成29年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）１ 図書企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 管理 目録 平成29年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）２ 図書企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 管理 目録 平成29年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）３ 図書企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 管理 目録 平成29年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）４ 図書企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 管理 目録 平成29年度図書新規作成書誌ファイル（挾間分）１ 図書企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度委員会記録 情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度文部科学省関係他重要文書 情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 雑誌製本関係-2017年度 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係①‐2017年度 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係②‐2017年度 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係③‐2017年度 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係‐2017年度 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 雑誌購読調査ファイル‐2017年版 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 データベース関係‐2017年度 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度現金出納簿 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度現金領収証書受払簿 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 情報 システム システム運用・管理 平成29年度統合認証システム学外利用者ファイル 情報基盤センター 2018年4月1日 5年 ########## 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度出張関係綴(学生分) 情報基盤センター 2018年4月1日 5年 ########## 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2017年度 管理一般 広報 広報 平成29年度　利用ガイド 情報基盤センター 2018年4月1日 5年 ########## 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿(医学情報センター） 学術情報課総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 利用 貸借 平成29年度現物貸借 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 利用 文献複写 平成29年度文献複写依頼 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 利用 文献複写 平成29年度文献複写受付 医学情報管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 管理 受入 平成28年度図書原簿No.105　自1399100　至1402041 学術情報課総務係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 管理 受入 平成28年度図書原簿No.106　自1402042　至1405819 学術情報課総務係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度仕様策定関係文書 情報管理係 2018年4月1日 運用期間終了後1年 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 図書 管理 受入 図書原簿平成29年度 医学情報管理係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 情報 情報セキュリティ 総括 平成29年度情報セキュリティ 副課長 2018年4月1日 5年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 学外会議 九州地区医学図書館協議会H30 医学情報管理係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 大学図書館実態調査H30 医学情報管理係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 図書館調査（日本図書館協会）H30 医学情報管理係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度出勤簿 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2018年度 会計 契約 契約 雑誌製本関係-2018年度 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係①‐2018年度 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係②‐2018年度 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係③‐2018年度 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係‐2018年度 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 雑誌購読調査ファイル‐2018年版 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 データベース関係‐2018年度 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度支出決議書 医学情報管理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 管理 受入 図書原簿平成30年度 医学情報管理係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度現金出納簿 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度現金領収証書受払簿 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 利用 貸借 平成30年度現物貸借 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 利用 文献複写 平成30年度文献複写依頼 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 利用 文献複写 平成30年度文献複写受付 医学情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度委員会記録 情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度文部科学省関係他重要文書 情報管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度仕様策定関係文書 情報管理係 2019年4月1日 運用期間終了後1年 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 情報 システム システム運用・管理 2018年度利用申請書綴 情報基盤センター 2019年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度出張関係綴（学生分） 情報基盤センター 2019年4月1日 5年 ########## 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2018年度 図書 図書 利用統計 平成30年度利用統計年報 図書企画係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 管理 目録 平成30年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）５・（挾間分）１ 図書企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 管理 目録 平成30年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）４ 図書企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 管理 目録 平成30年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）３ 図書企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 管理 目録 平成30年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）２ 図書企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 管理 目録 平成30年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）１ 図書企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度法人文書管理 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度監査関係 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度収発件名簿 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 学外会議
平成30年度九州地区大学図書館協議会/国立大学図書館協会/大分県図書館協
議会総会

学術情報課総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 学外会議 平成30年度大学ICT推進協議会 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度学術情報基盤実態調査 学術情報課総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度学術情報拠点関係（運営会議　他） 学術情報課総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿及び旅行報告書 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度出勤簿 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 利用 文献複写 平成30年度債権発生通知書 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度物品使用簿 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度金銭出納帳 学術情報課総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度現金領収証書受払簿 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度現金領収証書原符 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 人事 任免 総括 平成30年度人事関係文書 学術情報課総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 管理 受入 平成29年度図書原簿No.107 学術情報課総務係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 管理 受入 平成29年度図書原簿No.108 学術情報課総務係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺関係 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 図書 管理 寄贈 平成30年度寄贈図書採納伺 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2018年度 図書 管理 総括 平成30年度代物弁済（不用決定・処分伺） 学術情報課総務係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/31
延長期間：無期限

2018年度 図書 管理 総括 平成30年度他大学との譲渡・譲受 学術情報課総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 1 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 2 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 3 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 4 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 5 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 6 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 7 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 8 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 9 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 10 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 11 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 12 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 13 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 14 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 15 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 16 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 17 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 科研1 学術情報課総務係 2019年4月1日 補助事業期間終了後5年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/31
延長期間：5年

2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 科研2 学術情報課総務係 2019年4月1日 補助事業期間終了後5年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/31
延長期間：5年

2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 科研3 学術情報課総務係 2019年4月1日 補助事業期間終了後5年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/31
延長期間：5年

2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 科研4 学術情報課総務係 2019年4月1日 補助事業期間終了後5年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/31
延長期間：5年

2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 科研5 学術情報課総務係 2019年4月1日 補助事業期間終了後5年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/31
延長期間：5年

2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 受託1 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出決議書 受託2 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成30年度中期目標・中期計画 副課長 2019年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰勤務時間 平成30年度出勤簿(医学情報センター） 学術情報課総務係 ######### 5年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長廃棄
2018年度 情報 情報セキュリティ 総括 平成30年度情報セキュリティ 副課長 2019年4月1日 5年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 情報システム 管理 電算化 蔵書目録 図書企画係 2019年4月1日 無期限 電子 情報基盤センター電算室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 受入 平成30年度図書原簿No.109 学術情報課総務係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 受入 平成30年度図書原簿No.110 学術情報課総務係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 受入 平成30年度物品管理書　科研寄附 学術情報課総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度総務関係文書1 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度総務関係文書2 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度総務関係文書3 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度総務関係文書4 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度総務関係文書5 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度情報基盤センター 情報基盤センター 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 情報基盤センター電算室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度図書館関係文書・図書館関係調査 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 平成31年度収発件名簿 学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度プリンタ使用料 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 学外会議
平成31年度九州地区大学図書館協議会/国立大学図書館協会/大分県図書館協
議会総会

学術情報課総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 学外会議 平成31年度大学ICT推進協議会 学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 平成31年度学術情報基盤実態調査 学術情報課総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 平成31年度学術情報拠点関係（運営会議　他） 学術情報課総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度勤務時間報告書関係 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成31年度旅行命令簿及び旅行報告書 学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度出勤簿                    学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度休暇簿 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度休日の振替簿 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度時間外勤務命令簿 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度勤務状況表 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 平成31年度債権発生通知書 学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 平成31年度文献複写料徴収猶予関係 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 平成31年度文献複写料受益者負担 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 点検 平成31年度消防用設備等点検結果報告書 学術情報課総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成31年度物品使用簿 学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度謝金 学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 平成31年度金銭出納帳 学術情報課総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 平成31年度現金領収証書受払簿 学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 平成31年度現金領収証書原符 学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 平成31年度人事関係文書 学術情報課総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度契約伺関係 学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 寄贈 平成31年度寄贈図書採納伺 学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 総括 平成31年度他大学との譲渡・譲受 学術情報課総務係 2020年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2019年度 図書 管理 総括 平成31年度代物弁済（不用決定・処分伺） 学術情報課総務係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
延長期間：無期限

2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 1 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 2 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 3 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 4 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 5 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 6 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 7 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 8 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 9 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 10 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 11 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 12 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 13 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 14 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 15 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 16 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 17 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 18 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 19 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 科研1 学術情報課総務係 2020年4月1日 補助事業期間終了後5年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
延長期間：5年

2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 科研2 学術情報課総務係 2020年4月1日 補助事業期間終了後5年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
延長期間：5年

2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 科研3 学術情報課総務係 2020年4月1日 補助事業期間終了後5年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
延長期間：5年

2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 科研4 学術情報課総務係 2020年4月1日 補助事業期間終了後5年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
延長期間：5年

2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 科研5 学術情報課総務係 2020年4月1日 補助事業期間終了後5年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
延長期間：5年

2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 科研6 学術情報課総務係 2020年4月1日 補助事業期間終了後5年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
延長期間：5年

2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 科研7 学術情報課総務係 2020年4月1日 補助事業期間終了後5年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
延長期間：5年

2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 受託1 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度支出決議書 受託2 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和元年度中期目標・中期計画 副課長 2020年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 情報 情報セキュリティ 総括 令和元年度情報セキュリティ 副課長 2020年4月1日 5年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度委員会記録 情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文部科学省関係他重要文書 情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度仕様策定関係文書 情報管理係 2020年4月1日 運用期間終了後1年 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 学外会議 九州地区医学図書館協議会R1 医学情報管理係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 大学図書館実態調査R1 医学情報管理係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 図書館調査（日本図書館協会）R1 医学情報管理係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度出勤簿 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度休暇簿 医学情報管理係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 雑誌製本関係-2019年度 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係①‐2019年度 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係②‐2019年度 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係③‐2019年度 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係‐2019年度 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 雑誌購読調査ファイル‐2019年版 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 データベース関係‐2019年度 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 2019年度支出決議書 医学情報管理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 受入 図書原簿令和元年度 医学情報管理係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 令和元年度現金出納簿 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 令和元年度現金領収証書受払簿 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 貸借 令和元年度現物貸借 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度原議書ファイル 医学情報管理係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度月報（月別統計） 医学情報管理係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 受益者負担手続き-2019年度 医学情報管理係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 総括 令和元年度蔵書点検ファイル 医学情報管理係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 総括 令和元年度業務報告書 医学情報管理係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 閲覧 令和元年度利用願（一般利用者） 医学情報管理係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 閲覧 令和元年度時間外利用申請書 医学情報管理係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 貸出 令和元年度督促関係資料 医学情報管理係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 令和元年度文献複写依頼 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 令和元年度文献複写受付 医学情報管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 図書 利用統計 令和元年度利用統計年報 図書企画係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2019年度 図書 管理 目録 令和元年度レコード調整（大学図書館関係）2 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 目録 令和元年度レコード調整（大学図書館関係）1 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 目録 令和元年度レコード調整（国立情報学研究所） 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 令和元年度文献複写依頼票（4-6月） 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 令和元年度文献複写依頼票（7-10月） 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 令和元年度文献複写依頼票（11-3月） 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 令和元年度文献複写受付作業票（4-9月） 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 令和元年度文献複写受付作業票（10-3月） 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 貸出 令和元年度督促状況 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 総括 令和元年度蔵書点検 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 貸借 令和元年度現物貸借受付作業票 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 貸借 令和元年度現物貸借依頼票 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 閲覧 令和元年度学生データ整備 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 目録 令和元年度リポジトリ 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 総括 令和元年度ライティング・サポート・デスク 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 目録 令和元年度図書新規作成書誌ファイル（挾間分）１ 図書企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 目録 令和元年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）４ 図書企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 目録 令和元年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）３ 図書企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 目録 令和元年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）２ 図書企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 目録 令和元年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）１ 図書企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 総括 令和元年度図書館利用者教育 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 総括 令和元年度調査 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 令和元年度現金収入計算書綴り（9-3月） 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 文献複写 令和元年度現金収入計算書綴り（4-8月） 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 閲覧 令和元年度施設利用申込書 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 総括 令和元年度企画展示・イベントなど 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 総括 令和元年度学術情報室会議 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 貸出 令和元年度大分県立図書館（借受分） 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 貸出 令和元年度大分県立図書館（貸出分） 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 閲覧 令和元年度一般利用者申込書・新規 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 閲覧 令和元年度一般利用者申込書・更新 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 閲覧 令和元年度ラーニング・コモンズ利用簿 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 閲覧 令和元年度研究個室利用簿 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 閲覧 令和元年度グループ演習室利用簿 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 閲覧 令和元年度科目別学習支援ブース利用簿 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 利用 閲覧 令和元年度九州地区リポジトリ 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 情報 システム システム運用・管理 令和1年度利用申請書綴 情報基盤センター 2020年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度兼業関係 情報基盤センター 2020年4月1日 兼業終了後3年経過した日 兼業終了後3年経過した日 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2019年度 図書 管理 総括 令和元年度研究室貸出図書の原簿番号等チェック 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 受入 令和元年度図書原簿No.111 学術情報課総務係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 受入 令和元年度図書原簿No.112 学術情報課総務係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 受入 令和元年度物品管理書　科研寄附 学術情報課総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度総務関係文書1 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度総務関係文書2 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度総務関係文書3 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度図書館関係文書・図書館関係調査 学術情報課総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度収発件名簿 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 学外会議
令和2年度九州地区大学図書館協議会/国立大学図書館協会/大分県図書館協
議会総会

学術情報課総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 学外会議 令和2年度大学ICT推進協議会 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度学術情報基盤実態調査 学術情報課総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度学術情報拠点関係（運営会議　他） 学術情報課総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間報告書関係 学術情報課総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度出勤簿                    学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度休暇簿 学術情報課総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度休日の振替簿 学術情報課総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度時間外勤務命令簿 学術情報課総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務状況表 学術情報課総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度債権発生通知書 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和2年度文献複写料徴収猶予関係 学術情報課総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和2年度文献複写料受益者負担 学術情報課総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和2年度消防用設備等点検結果報告書 学術情報課総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2020年度 会計 資産 動産等 令和2年度物品使用簿 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和2年度謝金 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度金銭出納帳 学術情報課総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 令和2年度現金領収証書受払簿 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 令和2年度現金領収証書原符 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 令和2年度人事関係文書 学術情報課総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 令和2年度契約伺関係 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度寄贈図書採納伺 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 寄贈 令和2年度他大学との譲渡・譲受 学術情報課総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2020年度 図書 管理 総括 令和2年度代物弁済（不用決定・処分伺） 学術情報課総務係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
延長期間：無期限

2020年度 図書 管理 総括 令和2年度即支出契約決議書 1 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 2 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 3 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 4 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 5 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 6 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 7 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 8 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 9 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 10 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 11 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 12 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 13 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 14 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 15 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 16 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 17 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度即支出契約決議書 18 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度支出決議書 科研1 学術情報課総務係 2021年4月1日 補助事業期間終了後5年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
延長期間：5年

2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度支出決議書 科研2 学術情報課総務係 2021年4月1日 補助事業期間終了後5年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
延長期間：5年

2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度支出決議書 科研3 学術情報課総務係 2021年4月1日 補助事業期間終了後5年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
延長期間：5年

2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度支出決議書 科研4 学術情報課総務係 2021年4月1日 補助事業期間終了後5年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
延長期間：5年

2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度支出決議書 科研5 学術情報課総務係 2021年4月1日 補助事業期間終了後5年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
延長期間：5年

2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度支出決議書 科研6 学術情報課総務係 2021年4月1日 補助事業期間終了後5年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
延長期間：5年

2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度支出決議書 科研7 学術情報課総務係 2021年4月1日 補助事業期間終了後5年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
延長期間：5年

2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度支出決議書 受託1 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度支出決議書 受託2 学術情報課総務係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和2年度中期目標・中期計画 副課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 情報 情報セキュリティ 総括 令和2年度情報セキュリティ 副課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 情報 システム システム運用・管理 令和2年度利用申請書綴 情報基盤センター 2021年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度兼業関係 情報基盤センター 2021年4月1日 兼業終了後3年経過した日 兼業終了後3年経過した日 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度プリンタ使用料 情報基盤センター 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度情報基盤センター 情報基盤センター 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 学外会議 九州地区医学図書館協議会R2 医学情報管理係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 大学図書館実態調査R2 医学情報管理係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 図書館調査（日本図書館協会）R2 医学情報管理係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2020年度出勤簿 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2020年度休暇簿 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 雑誌製本関係①-2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 雑誌製本関係②-2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 雑誌製本関係③-2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係①‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係②‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係③‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係④‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係⑤‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2020年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係⑥‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係⑦‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係⑧‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係⑨‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係⑩‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係⑪‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係①‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係②‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係③‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係④‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係⑤‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係⑥‐2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 雑誌購読調査ファイル‐2020年版 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 2020年度支出決議書 医学情報管理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 2020年度新聞契約関係 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 受入 図書原簿令和2年度 医学情報管理係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 令和2年度現金出納簿 医学情報管理係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度現金領収証書受払簿 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 貸借 令和2年度現物貸借 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度原議書ファイル① 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度原議書ファイル② 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度原議書ファイル③ 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度原議書ファイル④ 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度原議書ファイル⑤ 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度月報（月別統計） 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 受益者負担手続き-2020年度 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 総括 令和2年度蔵書点検ファイル① 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 総括 令和2年度蔵書点検ファイル② 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 総括 令和2年度業務報告書 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 閲覧 令和2年度利用願（一般利用者） 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 閲覧 令和2年度時間外利用申請書 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 貸出 令和2年度督促関係資料 医学情報管理係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和2年度文献複写依頼公費① 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和2年度文献複写依頼公費② 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和2年度文献複写依頼私費① 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和2年度文献複写依頼私費② 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和2年度文献複写依頼私費③ 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和2年度文献複写依頼私費④ 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和2年度文献複写受付① 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和2年度文献複写受付② 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度電子ジャーナル契約検討PT会議関係 医学情報管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 図書 利用統計 令和２年度利用統計年報 図書企画係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 目録 令和２年度レコード調整（大学図書館・医学図書館） 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 目録 令和２年度レコード調整（国立情報学研究所） 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和２年度文献複写依頼票（4-6月） 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和２年度文献複写依頼票（7-10月） 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和２年度文献複写依頼票（11-3月） 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和２年度文献複写受付作業票（4-10月） 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和２年度文献複写受付作業票（11-3月） 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 貸出 令和２年度督促状況 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 総括 令和２年度蔵書点検 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 貸借 令和２年度現物貸借受付作業票 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 貸借 令和２年度現物貸借依頼票 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 閲覧 令和２年度学生データ整備 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 目録 令和２年度リポジトリ 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 総括 令和２年度ライティング・サポート・デスク 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 目録 令和２年度図書新規作成書誌ファイル（挾間分）１ 図書企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 目録 令和２年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）６ 図書企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 目録 令和２年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）５ 図書企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 目録 令和２年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）４ 図書企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 目録 令和２年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）３ 図書企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 目録 令和２年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）２ 図書企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 目録 令和２年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）１ 図書企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2020年度 図書 管理 総括 令和２年度図書館利用者教育 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 総括 令和２年度調査１ 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 総括 令和２年度調査２ 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和２年度現金収入計算書綴り（9-3月） 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 文献複写 令和２年度現金収入計算書綴り（4-8月） 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 閲覧 令和２年度施設利用申込書 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 総括 令和２年度企画展示・イベントなど 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 管理 総括 令和２年度学術情報室会議 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 貸出 令和２年度大分県立図書館（借受分） 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 貸出 令和２年度大分県立図書館（貸出分） 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 閲覧 令和２年度一般利用者申込書・新規 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 閲覧 令和２年度一般利用者申込書・更新 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 閲覧 令和２年度九州地区リポジトリ 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度委員会記録 情報管理係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度文部科学省関係他重要文書 情報管理係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度仕様策定関係文書 情報管理係 ######### 運用期間終了後1年 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度法人文書管理 学術情報課総務係　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年度法人文書管理 学術情報課総務係　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度古本募金 寄附受入関係 学術情報課総務係　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度古本募金 寄附受入関係 学術情報課総務係　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度物品管理書（固定資産等取得報告書）科研寄附 学術情報課総務係　 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 令和元年度物品管理書（固定資産等取得報告書）科研寄附 学術情報課総務係　 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度物品管理書（固定資産等取得報告書）科研寄附 学術情報課総務係　 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度支出決定決議書 学術情報課総務係　 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度支出契約決議書 学術情報課総務係　 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 令和元年度支出契約決議書 学術情報課総務係　 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度支出契約決議書１ 学術情報課総務係　 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度支出契約決議書２ 学術情報課総務係　 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度支出契約決議書 学術情報課総務係　 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度総務関係文書1 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度総務関係文書2 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度総務関係文書3 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度総務関係文書4 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度法人文書管理 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度古本募金 寄附受入関係 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度図書館関係文書・図書館関係調査 学術情報課総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度収発件名簿 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 学外会議
令和３年度九州地区大学図書館協議会/国立大学図書館協会/大分県図書館協
議会総会

学術情報課総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 学外会議 令和３年度大学ICT推進協議会 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和３年度学術情報基盤実態調査 学術情報課総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 令和３年度業務郵便物等発送請求書 学術情報課総務係 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度学術情報拠点関係（運営会議　他） 学術情報課総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度勤務時間報告書関係 学術情報課総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度出勤簿                    学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度休暇簿 学術情報課総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度休日の振替簿 学術情報課総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度時間外勤務命令簿 学術情報課総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度勤務状況表 学術情報課総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度債権発生通知書 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 人事 任免 総括 令和３年度人事関係文書 学術情報課総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和３年度文献複写料徴収猶予関係 学術情報課総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和３年度文献複写料受益者負担 学術情報課総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和３年度消防用設備等点検結果報告書 学術情報課総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 点検 令和３年度切手受払簿 学術情報課総務係 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和３年度物品使用簿 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和３年度謝金 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度金銭出納帳 学術情報課総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 令和３年度現金領収証書受払簿 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 令和３年度現金領収証書原符 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 令和３年度契約伺関係 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度寄贈図書採納伺 1 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度寄贈図書採納伺 2 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 寄贈 令和３年度他大学との譲渡・譲受 学術情報課総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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2021年度 図書 管理 総括 令和３年度代物弁済（不用決定・処分伺） 学術情報課総務係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 1 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 2 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 3 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 4 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 5 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 6 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 7 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 8 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 9 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 10 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 11 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 12 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 13 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 14 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 15 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 16 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 科研　基盤B① 学術情報課総務係 2022年4月1日 補助事業期間終了後5年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 科研　基盤B② 学術情報課総務係 2022年4月1日 補助事業期間終了後5年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 科研　基盤C① 学術情報課総務係 2022年4月1日 補助事業期間終了後5年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 科研　基盤C② 学術情報課総務係 2022年4月1日 補助事業期間終了後5年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 科研　基盤C③ 学術情報課総務係 2022年4月1日 補助事業期間終了後5年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 科研　基盤C④ 学術情報課総務係 2022年4月1日 補助事業期間終了後5年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 科研　若手① 学術情報課総務係 2022年4月1日 補助事業期間終了後5年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 科研　若手② 学術情報課総務係 2022年4月1日 補助事業期間終了後5年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 科研　その他 学術情報課総務係 2022年4月1日 補助事業期間終了後5年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度即支出決議書 受託 学術情報課総務係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和３年度中期目標・中期計画 副課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 情報 情報セキュリティ 総括 令和３年度情報セキュリティ 副課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 情報 システム システム運用・管理 令和3年度利用申請書綴 情報基盤センター 2022年4月1日 システム運用期間終了時 システム運用期間終了時 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度兼業関係 情報基盤センター 2022年4月1日 兼業終了後3年経過した日 兼業終了後3年経過した日 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度プリンタ使用料 情報基盤センター 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度情報基盤センター 情報基盤センター 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 情報基盤センター事務室 情報基盤センター 学術情報拠点長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 学外会議 九州地区医学図書館協議会R3 医学情報管理係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 大学図書館実態調査R3 医学情報管理係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 図書館調査（日本図書館協会）R3 医学情報管理係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2021年度出勤簿 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2021年度休暇簿 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 雑誌製本関係①-2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 雑誌製本関係②-2021年度　支出決定決議書 医学情報管理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係①‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係②‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係③‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係④-1‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係④-2‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係➄‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係⑥‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係⑦‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係⑧‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 外国雑誌関係⑨‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係①‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係②‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係③‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係④‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 国内雑誌関係⑤‐2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 雑誌購読調査ファイル‐2021年版 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 2021年度支出決議書 医学情報管理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 受入 図書原簿令和3年度 医学情報管理係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 令和3年度現金出納簿 医学情報管理係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度現金領収証書受払簿 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 貸借 令和3年度現物貸借 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度原議書ファイル① 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度原議書ファイル② 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
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大分類 中分類 小分類
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媒体
の
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度原議書ファイル③ 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度原議書ファイル④ 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度原議書ファイル⑤ 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度月報（月別統計） 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 受益者負担手続き-2021年度 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 総括 令和3年度蔵書点検ファイル① 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 総括 令和3年度蔵書点検ファイル② 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 総括 令和3年度業務報告書 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 閲覧 令和3年度利用願（一般利用者） 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 閲覧 令和3年度時間外利用申請書 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 貸出 令和3年度督促関係資料 医学情報管理係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和3年度文献複写依頼公費① 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和3年度文献複写依頼公費　国会・ＢＬ 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和3年度文献複写依頼私費① 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和3年度文献複写依頼私費② 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和3年度文献複写依頼私費　国会・ＢＬ 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和3年度文献複写受付① 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和3年度文献複写受付② 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和3年度徴収猶予① 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和3年度徴収猶予② 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度電子ジャーナル契約検討PT会議関係 医学情報管理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 総括 令和元年度業務報告書 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2019年度 図書 管理 総括 令和２年度図書館業務委託関係 図書企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2020年度 図書 利用 総括 令和２年度業務報告書 図書企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 図書 利用統計 令和３年度利用統計年報 図書企画係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 目録 令和３年度レコード調整（大学図書館・医学図書館） 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 目録 令和３年度レコード調整（国立情報学研究所） 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和３年度文献複写依頼票（4-6月） 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和３年度文献複写依頼票（7-10月） 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和３年度文献複写依頼票（11-3月） 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和３年度文献複写受付作業票（4-10月） 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和３年度文献複写受付作業票（11-3月） 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 貸出 令和３年度督促状況 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 総括 令和３年度蔵書点検 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 貸借 令和３年度現物貸借受付作業票 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 貸借 令和３年度現物貸借依頼票 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 閲覧 令和３年度学生データ整備 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 目録 令和３年度リポジトリ 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 総括 令和３年度レポートの書き方相談デスク 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 目録 令和３年度図書新規作成書誌ファイル（挾間分）１ 図書企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 目録 令和３年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）６ 図書企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 目録 令和３年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）５ 図書企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 目録 令和３年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）４ 図書企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 目録 令和３年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）３ 図書企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 目録 令和３年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）２ 図書企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 目録 令和３年度図書新規作成書誌ファイル（旦野原分）１ 図書企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 総括 令和３年度図書館利用者教育 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 総括 令和３年度調査１ 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 総括 令和３年度調査２ 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和３年度現金収入計算書綴り（9-3月） 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 文献複写 令和３年度現金収入計算書綴り（4-8月） 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 閲覧 令和３年度施設利用申込書 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 総括 令和３年度企画展示・イベントなど 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 総括 令和３年度学術情報室会議 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 貸出 令和３年度大分県立図書館（借受分） 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 貸出 令和３年度大分県立図書館（貸出分） 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 閲覧 令和３年度一般利用者申込書・新規 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 閲覧 令和３年度一般利用者申込書・更新 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 利用 閲覧 令和３年度九州地区リポジトリ 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 総括 令和３年度業務報告書 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 図書 管理 総括 令和４年度図書館業務委託関係 図書企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度その他文書 情報管理係 ######### 1年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度委員会記録 情報管理係 ######### 5年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長廃棄
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作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度文部科学省関係他重要文書 情報管理係 ######### 5年 ########## 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度仕様策定関係文書 情報管理係 ######### 運用期間終了後1年 紙 事務室 学術情報課 学術情報課長廃棄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （旧）財務課 会計 概算要求関係 平成9年度概算要求書・同附属資料（内示メモ等含） 司計係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
1995年度 （旧）財務課 予算 歳出概算要求関係 平成7年度歳出概算要求書及び同関係文書 会計課専門職員 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
1995年度 （旧）財務課 会計 概算要求関係 平成8年度概算要求書・同附属資料（内示メモ等含） 司計係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
1996年度 （旧）財務課 予算 歳出概算要求関係 平成8年度歳出概算要求書及び同関係文書 会計課専門職員 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
1997年度 （旧）財務課 予算 歳出概算要求関係 平成9年度歳出概算要求書及び同関係文書 会計課専門職員 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
1997年度 （旧）財務課 会計 概算要求関係 平成10年度概算要求書・同附属資料（内示メモ等含） 司計係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
1998年度 （旧）財務課 予算 歳出概算要求関係 平成10年度歳出概算要求書及び同関係文書 会計課専門職員 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
1998年度 （旧）財務課 会計 概算要求関係 平成11年度概算要求書・同附属資料（内示メモ等含） 司計係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
1999年度 （旧）財務課 予算 歳出概算要求関係 平成11年度歳出概算要求書及び同関係文書 会計課専門職員 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
1999年度 （旧）財務課 会計 概算要求関係 平成12年度概算要求書・同附属資料（内示メモ等含） 司計係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2000年度 （旧）財務課 会計 歳入・歳出決算純計額報告書関係 平成11年度歳入・歳出決算純計額報告書 司計係 2001年4月1日 25年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2000年度 （旧）財務課 会計 歳入・歳出決算書関係 平成11年度歳入・歳出決算書 司計係 2001年4月1日 25年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2000年度 （旧）財務課 会計 歳入・歳出決算見込額調書関係 平成12年度歳入・歳出決算見込額調書 司計係 2001年4月1日 25年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2000年度 （旧）財務課 会計 歳入・歳出決算見込純計額報告書関係 平成12年度歳入・歳出決算見込純計額報告書 司計係 2001年4月1日 25年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2000年度 （旧）財務課 予算 決算報告書 平成12年度歳入歳出決算見込額調書 会計課専門職員 2001年4月1日 25年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2000年度 （旧）財務課 予算 決算報告書 平成12年度歳入歳出決算純計見込額調書 会計課専門職員 2001年4月1日 25年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2000年度 （旧）財務課 予算 決算報告書 平成12年度歳入歳出決算純計額調書 会計課専門職員 2001年4月1日 25年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2000年度 （旧）財務課 予算 決算報告書 平成12年度歳入歳出決算書 会計課専門職員 2001年4月1日 25年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2001年度 （旧）財務課 予算 決算報告書 平成13年度歳入歳出決算書 会計課専門職員 2002年4月1日 25年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2001年度 （旧）財務課 会計 歳入・歳出決算書関係 平成12年度歳入・歳出決算書 司計係 2002年4月1日 25年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2002年度 （旧）財務課 会計 歳入・歳出決算書関係 平成13年度歳入・歳出決算書 司計係 2003年4月1日 25年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2002年度 （旧）財務課 予算 歳出概算要求関係 平成14年度歳出概算要求書及び同関係文書 会計課専門職員 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2002年度 （旧）財務課 予算 決算報告書 平成14年度歳入歳出決算書 会計課専門職員 2003年4月1日 25年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2003年度 （旧）財務課 会計 歳入・歳出決算純計額報告書関係 平成14年度歳入・歳出決算純計額報告書 司計係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2003年度 （旧）財務課 会計 歳入・歳出決算書関係 平成14年度歳入・歳出決算書 司計係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2003年度 （旧）財務課 予算 歳出概算要求関係 平成15年度歳出概算要求書及び同関係文書 会計課専門職員 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2003年度 （旧）財務課 予算 決算報告書 平成15年度歳入歳出決算書 会計課専門職員 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2003年度 （旧）財務課 予算 決算報告書 平成15年度歳入歳出決算見込額調書 会計課専門職員 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2003年度 （旧）財務課 予算 決算報告書 平成15年度歳入歳出決算純計見込額調書 会計課専門職員 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2003年度 （旧）財務課 予算 決算報告書 平成15年度歳入歳出決算純計額調書 会計課専門職員 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2003年度 （旧）財務課 予算 決算報告書 平成15年度その他上記に属さない決算報告関係資料 会計課専門職員 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2004年度 予算 中期計画・年度計画関係 予算第一係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2004年度 予算 中期計画予算その1 予算第一係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2004年度 中期計画予算その2 予算第一係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2004年度 平成16年度 収入支出概算要求書作成計数確認 予算決算グループ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2004年度 平成16年度 概算要求参考資料 特殊要因調 予算決算グループ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2004年度 平成16年度 概算要求参考資料 追加提出分 予算決算グループ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2004年度 平成16年度 概算要求参考資料 基礎額等調 予算決算グループ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2004年度 平成16年度 収入支出予定額調 予算決算グループ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2005年度 会計 予算決算 決算 第1期中期目標期間財務諸表等（平成16～21年度） 予算決算グループ 2006年4月1日 無期限 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長

2005年度 予算 平成17年度施設費借入金関係 予算第二係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄

2006年度 長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請平成18年度 予算第二係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
保存年限を30年に修正
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長15年

2007年度 予算 平成19年度附属病院収支計画（財務・経営センター） 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 予算 平成19年度施設費借入金関係 予算決算グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 平成18事業年度決算関係綴 7-1 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 平成18事業年度決算関係綴 7-2 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 平成18事業年度決算関係綴 7-3 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 平成18事業年度決算関係綴 7-4 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 平成18事業年度決算関係綴 7-5 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 平成18事業年度決算関係綴 7-6 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 平成18事業年度決算関係綴 7-7 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請平成19年度 予算第二係 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 決算関係通知等綴　平成19年度 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 決算関係調書・雑件綴(学外発信)　平成19年度 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 平成19事業年度計算証明 1 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 平成19事業年度計算証明 2 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 会計 予算決算 決算 平成19事業年度計算証明 3 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 予算 平成20年度概算要求書及び関連資料 Ⅰ 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 平成20年度概算要求書及び関連資料 Ⅱ 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 平成20年度概算要求書及び関連資料 Ⅲ 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 平成20年度概算要求書及び関連資料 Ⅳ 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 予算 平成20年度予算計画書 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2007年度 予算 平成21年度概算要求学長ヒアリング関係資料 予算決算グループ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
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2008年度 会計 予算決算 決算 平成19事業年度決算関係綴 7-1 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 平成19事業年度決算関係綴 7-2 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 平成19事業年度決算関係綴 7-3 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 平成19事業年度決算関係綴 7-4 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 平成19事業年度決算関係綴 7-5 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 平成19事業年度決算関係綴 7-6 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 平成19事業年度決算関係綴 7-7 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 予算 平成20年度概算要求関係基礎資料 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 平成20年度予算委員会関係 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 予算 平成20年度施設費借入金関係 予算決算グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 平成21年度概算要求書及び関連資料 Ⅰ 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 平成21年度概算要求書及び関連資料 Ⅱ 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 平成21年度概算要求書及び関連資料 Ⅲ 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 平成21年度概算要求書及び関連資料 Ⅳ 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 平成21年度概算要求書及び関連資料 Ⅳ-2 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 決算関係通知等綴　平成20年度 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 会計 予算決算 決算 決算関係調書・雑件綴(学外発信)　平成20年度 予算決算グループ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2008年度 長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請 平成20年度 予算第二係 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 会計 予算決算 決算 平成20事業年度決算関係綴 5-1 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 会計 予算決算 決算 平成20事業年度決算関係綴 5-2 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 会計 予算決算 決算 平成20事業年度決算関係綴 5-3 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 会計 予算決算 決算 平成20事業年度決算関係綴 5-4 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 会計 予算決算 決算 平成20事業年度決算関係綴 5-5 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 委員会 平成21年度予算委員会関係 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 予算 平成21年度概算要求関係資料 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 予算 平成21年度施設費借入金関係 予算決算グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 文書 平成21年度文部科学省回答文書 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 予算 平成22年度概算要求書及び関連資料 Ⅰ 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 予算 平成22年度予算計画書 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請平成21年度 予算第二係 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 平成22年度概算要求書及び関連資料 Ⅱ 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 平成22年度概算要求書及び関連資料 Ⅲ 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2009年度 平成22年度概算要求書及び関連資料 Ⅳ 予算決算グループ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2010年度 平成22年度施設費借入金関係 予算決算グループ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄

2011年度 管理一般 会議 全学会議 平成23年度予算委員会関係 予算決算グループ 2012年4月1日 15年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長5年

2011年度 会計 予算決算 予算 平成23年度施設費借入金関係 予算決算グループ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄

2011年度 会計 予算決算 予算 平成24年度概算要求及び関連資料Ⅰ 予算決算グループ 2012年4月1日 15年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長5年

2011年度 会計 予算決算 予算 平成24年度概算要求及び関連資料Ⅱ 予算決算グループ 2012年4月1日 15年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長5年

2011年度 会計 予算決算 予算 平成24年度概算要求及び関連資料Ⅲ 予算決算グループ 2012年4月1日 15年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長5年

2011年度 会計 予算決算 予算 平成24年度概算要求及び関連資料Ⅳ 予算決算グループ 2012年4月1日 15年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長5年

2011年度 会計 予算決算 予算 平成24年度概算要求及び関連資料Ⅴ 予算決算グループ 2012年4月1日 15年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長5年

2011年度 会計 予算決算 決算 第2期中期目標期間財務諸表等（平成22～27年度） 予算決算グループ 2012年4月1日 無期限 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長

2012年度 管理一般 危機管理 総括 平成24年度 総合損害保険関係文書 財務企画グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 予算 平成24年度施設費借入金関係 予算決算グループ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 予算 平成25年度概算要求及び関連資料Ⅰ 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 予算 平成25年度概算要求及び関連資料Ⅱ 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 予算 平成25年度概算要求及び関連資料Ⅲ 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 決算 平成23事業年度決算関係綴 1 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 決算 平成23事業年度決算関係綴 2 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 決算 平成23事業年度決算関係綴 3 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 決算 平成23事業年度決算関係綴 4 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 決算 平成23事業年度決算関係綴 5 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 決算 平成23事業年度決算関係綴 6 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 決算 平成23事業年度決算関係綴 7 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
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2012年度 会計 予算決算 決算 平成23事業年度決算関係綴 8 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度計算証明　1 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度計算証明　2 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度計算証明　3 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度 月次決算報告 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度予算委員会関係 予算決算グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度 理事室（財務・施設室）会議関係 財務企画グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度 財務・環境門会議関係 財務企画グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度 財務・環境門会議関係 財務企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 学外会議 平成25年九州地区国立学校財務部課長会議 財務企画グループ 2014年4月2日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 危機管理 総括 平成25年度 総合損害保険関係文書 財務企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成25年度施設費借入金関係 予算決算グループ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成25年度 （補正）設備整備費補助金① 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成25年度 大学教育研究基盤強化促進費 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成26年度概算要求及び関連資料Ⅰ 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成26年度概算要求及び関連資料② 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成26年度概算要求及び関連資料③ 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成26年度概算要求及び関連資料④ 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度決算関係綴 1 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度決算関係綴 2 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度決算関係綴 3 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度決算関係綴 4 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度決算関係綴 5 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度決算関係綴 6 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度決算関係綴 7 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 決算 平成24事業年度決算関係綴 8 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 決算 平成25事業年度計算証明　1 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 決算 平成25事業年度計算証明　2 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 決算 平成25事業年度 月次決算報告 予算決算グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成25年度　会計検査院会計実地検査(平成25年度決算)[通知調書依頼等]1/5 財務企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成25年度　会計検査院会計実地検査(平成25年度決算)[通知調書依頼等]2/5 財務企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成25年度　会計検査院会計実地検査(平成25年度決算)[通知調書依頼等]3/5 財務企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成25年度　会計検査院会計実地検査(平成25年度決算)[通知調書依頼等]4/5 財務企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成25年度　会計検査院会計実地検査(平成25年度決算)[通知調書依頼等]5/5 財務企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2013年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成25年度　会計検査院会計実地検査(平成25年度決算)[記録簿]1/1 財務企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度　財務・環境部門会議関係 財務企画グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 法規 内部規則 平成26年度 消費税関係 財務企画グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成26年度　施設費借入金関係 予算決算グループ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成27年度概算要求及び関連資料Ⅰ 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成27年度概算要求及び関連資料Ⅱ 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成27年度概算要求及び関連資料Ⅲ 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成27事業年度 長期借入及び償還計画 予算決算グループ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 決算 平成25事業年度　決算関係綴　1 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 決算 平成25事業年度　決算関係綴　2 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 決算 平成25事業年度　決算関係綴　3 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 決算 平成25事業年度　決算関係綴　4 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 決算 平成25事業年度　決算関係綴　5 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 決算 平成25事業年度　決算関係綴　6 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 決算 平成25事業年度　決算関係綴　7 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 決算 平成25事業年度　決算関係綴　8 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 決算 平成26事業年度　計算証明　1 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 決算 平成26事業年度　計算証明　2 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 決算 平成26事業年度　計算証明　3 予算決算グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度　財務・環境部門会議 財務企画グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 総括 帳簿 平成27事業年度　預金残高照会及び預金出納帳　① 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 総括 帳簿 平成27事業年度　預金残高照会及び預金出納帳　② 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 総括 帳簿 平成27事業年度　預金残高照会及び預金出納帳　③ 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 総括 帳簿 平成27事業年度　現金実査表及び現金出納帳 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成26事業年度　決算関係綴　1 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成26事業年度　決算関係綴　2 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成26事業年度　決算関係綴　3 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成26事業年度　決算関係綴　4 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成26事業年度　決算関係綴　5 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成26事業年度　決算関係綴　6 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成26事業年度　決算関係綴　7 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成26事業年度　決算関係綴　8 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27事業年度　各種資金及び各種関連団体に関する調査 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2015年度 会計 予算決算 決算 平成27事業年度　月次決算報告 予算決算グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度　概算要求及び関連資料 予算決算グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成28事業年度 長期借入金及び償還計画 予算決算グループ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄

2016年度 管理一般 総括 総括 平成28年度　出勤簿 財務企画グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長

当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長5年

2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度　財務・環境部門会議 財務企画グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄

2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度　学長戦略経費 予算決算グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長5年

2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度　概算要求及び関連資料① 予算決算グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度　概算要求及び関連資料② 予算決算グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄

2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度　学内予算配分① 予算決算グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長5年

2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度　施設費借入金関係① 予算決算グループ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長25年

2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度　施設費借入金関係② 予算決算グループ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長25年

2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度　施設費借入金関係　抵当権追加設定関係 予算決算グループ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
当初保存期間満了日：2022/3/31
保存期間延長25年

2016年度 会計 予算決算 予算 平成29事業年度 長期借入金及び償還計画 予算決算グループ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度　文部科学省　回答文書 予算決算グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度　予算委員会 予算決算グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28事業年度　預金残高照会及び預金出納帳① 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28事業年度　預金残高照会及び預金出納帳② 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28事業年度　預金残高照会及び預金出納帳③ 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28事業年度　預金残高照会及び預金出納帳④ 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28事業年度　現金実査表及び現金出納帳 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課倉庫 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成27事業年度　決算関係綴　1 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成27事業年度　決算関係綴　2 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成27事業年度　決算関係綴　3 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成27事業年度　決算関係綴　4 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成27事業年度　決算関係綴　5 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成27事業年度　決算関係綴　6 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成27事業年度　決算関係綴　7 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成27事業年度　決算関係綴　8 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　各種資金及び各種関連団体に関する調査 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　月次決算報告 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　予算執行に関する決裁事務の権限移譲 予算決算グループ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　決算関係通知・調書・雑件綴① 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　決算関係通知・調書・雑件綴② 予算決算グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度　休暇簿・異動対象者送付書類 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度　振替簿 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度　出勤簿 財務企画グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄

当初保存期間満了日：2023/3/31
保存期間延長を5年から10年に訂正

2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度　財務課総務文書（照会・回答）① 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度　財務課総務文書（照会・回答）② 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 通知 平成29年度　財務課総務文書（通知）① 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 通知 平成29年度　財務課総務文書（通知）② 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成29年度　会計検査院通知・照会等文書① 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成29年度　会計検査院通知・照会等文書② 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度　監査室文書（通知・照会・回答） 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度　財務・環境部門会議 財務企画グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度　旅行命令簿・報告書 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度　勤務時間報告書 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 総括 平成29年度　超過勤務命令簿 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度　収発件名簿 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度　法人文書ファイル（廃棄） 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 危機管理 総括 平成29年度　国立大学法人総合損害保険① 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 危機管理 総括 平成29年度　国立大学法人総合損害保険② 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2017年度 管理一般 危機管理 総括 平成29年度　国立大学法人総合損害保険③ 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度　毎月勤労統計調査・病休欠勤等状況調査 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 人事 総括 人事記録 平成29年度　非常勤職員任用計画 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 総括 総括 平成29年度　謝金委嘱伺・実施報告書 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度　特別支援教育就学奨励費交付金 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度資金繰・資金運用 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　学内予算配分　受益者負担1 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　学内予算配分　受益者負担2 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　学内予算配分　受益者負担3 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　学長戦略経費 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　概算要求 予算決算グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　概算要求及び関連資料① 予算決算グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　学内予算配分① 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　学内予算配分② 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　学内予算配分③ 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　学内予算配分　間接経費相当 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　学内予算配分　流用／収入見合 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　施設費借入金関係① 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　照会・雑件 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　予算登録（病院） 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　予算登録（病理、受託実習生、治験、死後画像、司法解剖） 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　科研① 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　科研② 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　科研③ 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　外部資金　受託研究費① 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　外部資金　受託研究費② 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　外部資金　受託研究費③ 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　外部資金　受託事業費 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　外部資金　共同研究 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　外部資金　寄附金 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　外部資金　補助金・厚労科研 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成30事業年度 長期借入金及び償還計画 予算決算グループ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　病院収支計画 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　文部科学省　回答文書 予算決算グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　予算委員会 予算決算グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29事業年度　預金残高照会及び預金出納帳① 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29事業年度　預金残高照会及び預金出納帳② 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29事業年度　現金実査表及び現金出納帳 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　決算関係綴　1 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　決算関係綴　2 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　決算関係綴　3 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　決算関係綴　4 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　決算関係綴　5 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　決算関係綴　6 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　決算関係綴　7 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成28事業年度　決算関係綴　8 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　計算証明関係 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　計算証明① 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　計算証明② 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　各種資金及び各種関連団体に関する調査 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　月次決算報告 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　照査関連 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　予算執行に関する決裁事務の権限移譲 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　職員マスタ設定 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　決算関係通知・調書・雑件綴① 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　決算関係通知・調書・雑件綴② 予算決算グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度 UMIN 診療報酬請求額等報告 予算決算グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　決算関係綴　1 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　決算関係綴　2 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　決算関係綴　3 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　決算関係綴　4 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　決算関係綴　5 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　決算関係綴　6 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　決算関係綴　7 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29事業年度　決算関係綴　8 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
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国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度　出勤簿 財務企画グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄

当初保存期間満了日：2024/3/31
保存期間延長を5年から10年に訂正

2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度　財務課総務文書（照会・回答）① 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度　財務課総務文書（照会・回答）② 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度　財務課総務文書（照会・回答）③ 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 通知 平成30年度　財務課総務文書（通知）① 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 通知 平成30年度　財務課総務文書（通知）② 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 通知 平成30年度　財務課総務文書（通知）③ 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成30年度　会計検査院通知・照会等文書① 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度　監査室文書（通知・照会・回答） 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度　財務・環境部門会議 財務企画グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度　財務課総務文書（研修・会議）① 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度　財務課総務文書（研修・会議）② 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 総括 平成30年度　旅行命令簿・報告書 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度　収発件名簿 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度　法人文書ファイル（廃棄） 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 危機管理 総括 平成30年度　国立大学法人総合損害保険① 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 危機管理 総括 平成30年度　国立大学法人総合損害保険② 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 人事 総括 人事記録 平成30年度　非常勤職員任用計画 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 総括 総括 平成30年度　謝金委嘱伺・実施報告書 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度　特別支援教育就学奨励費交付金 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度資金運用実績 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　学内予算配分　受益者負担1 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　学内予算配分　受益者負担2 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　学内予算配分　受益者負担3 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　学長戦略経費 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　概算要求 予算決算グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　学内予算配分① 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　学内予算配分② 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　学内予算配分　間接経費相当 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　学内予算配分　間接経費相当② 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　施設費借入金関係① 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　施設費借入金関係　抵当権追加設定関係 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　照会・雑件 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　予算登録（病院）(受託実習生等) 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　科研① 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　外部資金　受託研究費① 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　外部資金　受託研究費② 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　外部資金　受託事業費 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　外部資金　共同研究 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　外部資金　寄附金 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　外部資金　補助金・厚労科研 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30事業年度 長期借入金及び償還計画 予算決算グループ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　病院収支計画 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　文部科学省　回答文書 予算決算グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　予算委員会 予算決算グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30事業年度　預金残高照会及び預金出納簿① 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30事業年度　預金残高照会及び預金出納簿② 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30事業年度　現金実査表及び現金出納簿 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　決算関係綴　1 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　決算関係綴　2 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　決算関係綴　3 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　決算関係綴　4 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　決算関係綴　5 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　決算関係綴　6 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　決算関係綴　7 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　決算関係綴　8 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　計算証明関係 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　計算証明① 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　計算証明② 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　各種資金及び各種関連団体に関する調査 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　月次決算報告 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　照査関連 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　決算関係通知・調書・雑件綴① 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30事業年度　決算関係通知・調書・雑件綴② 予算決算グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度 UMIN 診療報酬請求額等報告 予算決算グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
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国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2019年度 管理一般 総括 総括 2019年度　休暇簿・異動対象者送付書類 財務企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 2019年度　振替簿 財務企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 総括 2019年度　出勤簿 財務企画グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄

当初保存期間満了日：2025/3/31
保存期間延長を5年から10年に訂正

2019年度 管理一般 総括 総括 2019年度　自動車入構証申請書 財務企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 2019年度　財務課総務文書（照会・回答）① 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 2019年度　財務課総務文書（照会・回答）② 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 2019年度　人事異動関係綴り 財務企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 通知 2019年度　財務課総務文書（通知）① 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 2019年度　会計検査院通知・照会等文書① 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 2019年度　監査室文書（通知・照会・回答） 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 2019年度　財務課総務文書（研修・会議） 財務企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 2019年度　旅行命令簿・報告書 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 2019年度　勤務時間報告書 財務企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 2019年度　超過勤務命令簿 財務企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 2019年度　収発件名簿 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 2019年度　法人文書ファイル（廃棄） 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 危機管理 総括 2019年度　国立大学法人総合損害保険① 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 危機管理 総括 2019年度　国立大学法人総合損害保険② 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 2019年度　毎月勤労統計調査・病休欠勤等状況調査 財務企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 人事 総括 人事記録 2019年度　非常勤職員任用計画 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 2019年度　謝金委嘱伺・実施報告書 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 2019年度　特別支援教育就学奨励費交付金 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 総括 2019年度　勤務状況表 財務企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　学内予算配分　受益者負担1 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　学内予算配分　受益者負担2 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　学内予算配分　受益者負担3 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　学長戦略経費 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　概算要求 予算決算グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　学内予算配分① 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　学内予算配分② 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　学内予算配分③ 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　学内予算配分　間接経費相当 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　学内予算配分　間接経費相当　流用／収入具合 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　施設費借入金関係① 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　照会・雑件 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　予算登録（病院） 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　予算登録（受託実習生等） 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　科研① 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　外部資金　受託研究費① 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　外部資金　受託研究費② 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　外部資金　受託事業費 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　外部資金　共同研究 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　外部資金　寄附金 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　外部資金　補助金・厚労科研 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 平成31年度 長期借入金及び償還計画 予算決算グループ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　病院収支計画 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　文部科学省　回答文書 予算決算グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　予算委員会 予算決算グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 令和元年度　預金残高照会及び預金出納簿① 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 令和元年度　預金残高照会及び預金出納簿② 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 令和元年度　現金実査表及び現金出納簿 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係綴　1 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係綴　2 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係綴　3 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係綴　4 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係綴　5 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係綴　6 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係綴　7 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係綴　8 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係綴　9 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係綴　10 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　計算証明① 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　計算証明② 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　各種資金及び各種関連団体に関する調査 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　月次決算報告 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　照査関連 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　予算執行に関する決裁事務の権限移譲 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　職員マスタ設定 予算決算グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係通知・調書・雑件綴① 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係通知・調書・雑件綴② 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度　決算関係通知・調書・雑件綴③ 予算決算グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度  病院収入等の報告 予算決算グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度資金運用実績 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 2020年度　休暇簿・異動対象者送付書類 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 2020年度　振替簿 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 総括 2020年度　出勤簿 財務企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄

当初保存期間満了日：無期限
保存期間を10年に訂正

2020年度 管理一般 総括 総括 2020年度　自動車入構証申請書 財務企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 2020年度　財務課総務文書（照会・回答）① 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 2020年度　財務課総務文書（照会・回答）② 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 2020年度　人事異動関係綴り 財務企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 通知 2020年度　財務課総務文書（通知）① 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 通知 2020年度　財務課総務文書（通知）② 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 2020年度　会計検査院通知・照会等文書① 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 2020年度　監査室文書（通知・照会・回答） 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 2020年度　財務課総務文書（研修・会議） 財務企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 2020年度　旅行命令簿・報告書 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 2020年度　勤務時間報告書 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 総括 2020年度　超過勤務命令簿 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 2020年度　収発件名簿 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 2020年度　法人文書ファイル（廃棄） 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 危機管理 総括 2020年度　国立大学法人総合損害保険① 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 危機管理 総括 2020年度　国立大学法人総合損害保険② 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 2020年度　毎月勤労統計調査・病休欠勤等状況調査 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 人事 総括 人事記録 2020年度　非常勤職員任用計画 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 2020年度　謝金委嘱伺・実施報告書 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 2020年度　特別支援教育就学奨励費交付金 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度資金運用実績 財務企画グループ 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学内予算配分　受益者負担1 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学内予算配分　受益者負担2 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学内予算配分　受益者負担3 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学長戦略経費 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　概算要求 予算決算グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　概算要求② 予算決算グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学内予算配分① 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学内予算配分② 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学内予算配分　間接経費相当 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学内予算配分　間接経費相当② 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学内予算配分　流用／収入見合 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　施設費借入金関係① 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　照会・雑件 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　予算登録（病院） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　予算登録（受託実習生等） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　科研費 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　科研費② 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　外部資金　受託研究費① 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　外部資金　受託研究費② 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　外部資金　受託事業費 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　外部資金　共同研究費 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　外部資金　寄附金 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　外部資金　補助金・厚労科研 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度 長期借入金及び償還計画 予算決算グループ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　病院収支計画 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　文部科学省　回答文書 予算決算グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　予算委員会 予算決算グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学校保健特別対策事業費補助金(学校再開・学習保障） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学校保健特別対策事業費補助金(小中特支） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学校保健特別対策事業費補助金(特支　高） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学校保健特別対策事業費補助金(マスク等購入） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　学校臨時休業対策費補助金 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　教育支援体制整備事業費補助金 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
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2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　国立大学法人情報機器整備費補助金（GIGA） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　国立大学法人情報機器整備費補助金（遠隔授業の環境構築による学修機会の確保） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　国立大学法人設備整備費補助金(新型感染症対策） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　国立大学法人設備整備費補助金(補正第3号） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　大学改革推進補助金（新型感染症対策）ECMO等 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 帳簿 令和２年度　現金実査表及び現金出納簿 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 令和２年度　預金残高照会及び預金出納簿① 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 令和２年度　預金残高照会及び預金出納簿② 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　月次決算報告 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　病院収入等の報告 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　照査関連 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　計算証明① 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　計算証明② 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　各種資金及び各種関連法人に関する調査 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　決算関係通知・調書・雑件① 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　決算関係通知・調書・雑件② 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　決算関係通知・調書・雑件③ 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　予算執行に関する決裁事務の権限移譲 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　職員マスタ設定 予算決算グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務課企画長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 2021年度　休暇簿・異動対象者送付書類 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 2021年度　振替簿 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 2021年度　出勤簿 財務企画グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 2021年度　自動車入構証申請書 財務企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 2021年度　財務課総務文書（照会・回答）① 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 2021年度　財務課総務文書（照会・回答）② 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 2021年度　財務課総務文書（照会・回答）③ 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 2021年度　人事異動関係綴り 財務企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 通知 2021年度　財務課総務文書（通知）① 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 2021年度　会計検査院通知・照会等文書① 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 2021年度　会計検査院通知・照会等文書② 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 2021年度　監査室文書（通知・照会・回答） 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 2021年度　財務課総務文書（研修・会議） 財務企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 2021年度　旅行命令簿・報告書 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 2021年度　勤務時間報告書 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 2021年度　超過勤務命令簿 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 2021年度　収発件名簿 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 2021年度　法人文書ファイル（廃棄） 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 危機管理 総括 2021年度　国立大学法人総合損害保険① 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 危機管理 総括 2021年度　国立大学法人総合損害保険② 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 2021年度　毎月勤労統計調査・病休欠勤等状況調査 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 人事 総括 人事記録 2021年度　非常勤職員任用計画 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 2021年度　謝金委嘱伺・実施報告書 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 2021年度　特別支援教育就学奨励費交付金 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　資金運用 財務企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学内予算配分　受益者負担1 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学内予算配分　受益者負担2 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学内予算配分　受益者負担3 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学長戦略経費 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　概算要求 予算決算グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　概算要求② 予算決算グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学内予算配分① 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学内予算配分② 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学内予算配分③ 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学内予算配分　間接経費相当 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学内予算配分　間接経費相当② 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学内予算配分　間接経費相当　流用／収入具合 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　施設費借入金関係① 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　照会・雑件 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　予算登録（病院） 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　予算登録（受託実習生等） 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　科研費 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　科研費② 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　外部資金　受託研究費① 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　外部資金　受託研究費② 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　外部資金　受託事業費 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　外部資金　共同研究費 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　外部資金　寄附金 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
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2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　外部資金　補助金・厚労科研 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度 長期借入金及び償還計画 予算決算グループ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　病院収支計画 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　文部科学省　回答文書 予算決算グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　予算委員会 予算決算グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学校保健特別対策事業費補助金(学校再開・学習保障） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学校保健特別対策事業費補助金(特支　高） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学校保健特別対策事業費補助金(マスク等購入） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　学校臨時休業対策費補助金 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　教育支援体制整備事業費補助金 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　国立大学法人情報機器整備費補助金（GIGA） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　国立大学法人情報機器整備費補助金（遠隔授業の環境構築による学修機会の確保） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　国立大学法人設備整備費補助金(新型感染症対策） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　国立大学法人設備整備費補助金(補正第3号） 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　大学改革推進補助金（新型感染症対策）ECMO等 予算決算グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　年度決算　1 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　年度決算　2 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　年度決算　3 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　年度決算　4 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　年度決算　5 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　年度決算　6 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　年度決算　7 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　年度決算　8 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　年度決算　9 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　年度決算　10 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和２年度　年度決算　11 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度　計算証明① 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度　計算証明② 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度　各種資金及び各種関連団体に関する調査 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度　月次決算報告 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度　照査関連 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度　予算執行に関する決裁事務の権限移譲 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度　職員マスタ設定 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度　決算関係通知・調書・雑件① 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度　決算関係通知・調書・雑件② 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度　決算関係通知・調書・雑件③ 予算決算グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度  病院収入等の報告 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 情報 システム システム運用・管理 令和３年度 財務会計システム仕様策定委員会 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
2021年度 情報 システム システム運用・管理 令和３年度 財務会計システム仕様策定委員会 【業者提出資料】 予算決算グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 財務企画課 財務企画課 財務企画課長 廃棄
1999年度 （旧）資金・経理課 総括 公印管守 平成11年度公印制定・改廃に関する文書 契約室 2000年04月01日 土曜日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
1999年度 （旧）資金・経理課 法規 学内規則等 平成11年度経理関係学内規則改正等に関する文書 契約室 2000年04月01日 土曜日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2000年度 （旧）資金・経理課 法規 学内規則等 平成12年度経理関係学内規則改正等に関する文書 契約室 2001年04月01日 日曜日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2001年度 （旧）資金・経理課 法規 学内規則等 平成13年度経理関係学内規則改正等に関する文書 契約室 2002年04月01日 月曜日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2002年度 （旧）資金・経理課 法規 学内規則等 平成14年度経理関係学内規則改正等に関する文書 契約室 2003年04月01日 火曜日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2003年度 （旧）資金・経理課 法規 学内規則等 平成15年度経理関係学内規則改正等に関する文書 契約室 2004年04月01日 木曜日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2004年度 物品管理 固定資産台帳（物品） 契約係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2004年度 収入 平成16年度～小切手用紙受払簿 収入係 2005年04月01日 金曜日 最終年度から5年 紙 経理課金庫 経理課 経理課長 廃棄
2004年度 収入 金銭出納帳（平成16年度～） 収入係 2005年04月01日 金曜日 最終年度から10年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2005年度 物品管理 固定資産台帳（物品） 調達係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2006年度 物品管理 固定資産台帳（物品） 調達係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2007年度 物品管理 固定資産台帳（物品） 調達係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2008年度 物品管理 固定資産台帳（物品） 調達係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2009年度 収入 平成21年度入学生保証書 収入係 2010年04月01日 木曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2009年度 収入 平成21年度預金口座振替依頼書綴 収入係 2010年04月01日 木曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2009年度 物品管理 固定資産台帳（物品） 調達グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2010年度 収入 平成22年度入学生保証書 収入係 2011年04月01日 金曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2010年度 収入 平成22年度預金口座振替依頼書綴 収入係 2011年04月01日 金曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2010年度 会計 契約 契約 平成20年度～平成22年度　特許権仮勘定 調達グループ 2011年4月1日 全ての結果確定後７年 確定するまで保存 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2010年度 物品管理 固定資産台帳（物品） 調達グループ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2011年度 会計 資金管理 資金管理 平成23年度入学生保証書 収入係 2012年04月01日 日曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2011年度 会計 資金管理 資金管理 平成23年度預金口座振替依頼書綴 収入係 2012年04月01日 日曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 平成23年度契約伺　２５　基盤情報システム 調達グループ 2012年4月1日 11年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 平成23年度契約伺　２７　事務用パソコンリース 調達グループ 2012年4月1日 11年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 平成23年度　特許権仮勘定 調達グループ 2012年4月1日 全ての結果確定後７年 確定するまで保存 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 資金管理 資金管理 平成24年度債主登録申請書 支出係 2013年04月01日 月曜日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 資金管理 資金管理 平成24年度口座振込依頼書（旅費・謝金振込依頼書 含） 支出係 2013年04月01日 月曜日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 資金管理 資金管理 平成24年度入学生保証書 収入係 2013年04月01日 月曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 資金管理 資金管理 平成24年度預金口座振替依頼書綴 収入係 2013年04月01日 月曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2012年度 会計 資産 動産等 固定資産台帳（物品） 調達グループ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度入札関係綴３４　事務用パソコンリース 調達グループ 2013年4月1日 11年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度入札関係綴３８　クラウドコンピューティングによる教務情報システム 調達グループ 2013年4月1日 11年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度入札関係綴３８　クラウドコンピューティングによる教務情報システム 調達グループ 2013年4月1日 11年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2012年度 会計 契約 契約
平成24年度入札関係綴３８　クラウドコンピューティングによる教務情報システム
資料招請提案書

調達グループ 2013年4月1日 11年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2012年度 会計 契約 契約 平成24年度　特許出願関係（決算処理　特許権仮勘定） 調達グループ 2013年4月1日 全ての結果確定後７年 確定するまで保存 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ① 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ② 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ③ 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ④ 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ⑤ 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ⑥ 調達グループ 2013年4月2日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ① 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ② 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　萌芽① 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　萌芽② 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　ＨＮＥＤＯ・奨励・図書・特奨励 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　ＨＥＮＶ 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　ＨＥＮＶ② 調達グループ 2013年4月2日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　分担① 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　分担② 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　研スタ 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 平成24年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ａ 調達グループ 2013年4月1日 補助事業期間終了後５年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 資金管理 資金管理 平成25年度債主登録申請書 支出係 2014年04月01日 火曜日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 資金管理 資金管理 平成25年度口座振込依頼書（旅費・謝金振込依頼書 含） 支出係 2014年04月01日 火曜日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 資金管理 資金管理 平成25年度入学生保証書 収入係 2014年04月01日 火曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 資金管理 資金管理 平成25年度預金口座振替依頼書綴 収入係 2014年04月01日 火曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度入札関係綴　３　事務用パソコンリース８０台 調達グループ 2014年4月1日 11年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度入札関係綴　８　教育用電子計算機システムリース　5の1 調達グループ 2014年4月1日 9年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度入札関係綴　８　教育用電子計算機システムリース　5の2 調達グループ 2014年4月1日 9年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度入札関係綴　８　教育用電子計算機システムリース　5の3 調達グループ 2014年4月1日 9年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度入札関係綴　８　教育用電子計算機システムリース　5の4 調達グループ 2014年4月1日 9年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度入札関係綴　８　教育用電子計算機システムリース　5の5 調達グループ 2014年4月1日 9年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度入札関係綴　９　人事給与システム 調達グループ 2014年4月1日 11年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ① 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ② 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ③ 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ④ 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ⑤ 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ⑥ 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ⑦ 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ⑧ 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ① 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ② 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　萌芽① 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　萌芽② 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　ＨＥＮＶ 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　分担① 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　分担② 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　基盤A 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度支払決議書　科学研究費補助金　奨励 調達グループ 2014年4月1日 補助事業期間終了後５年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度　Ｖ　特許関連（審査結果が出るまで永久保存） 調達グループ 2014年4月1日 全ての結果確定後７年 確定するまで保存 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度契約伺⑤　1～4 経理課挾間調達室長 2014年4月1日 9年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成17年度～27年度保有資金管理台帳 経理係 2016年04月01日 金曜日 期間終了後5年 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2014年4月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2014年5月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2014年6月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2014年7月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2014年8月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2014年9月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2014年10月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2014年11月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2014年12月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2015年1月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2015年2月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度債主登録申請書　2015年3月 支出係 2015年04月01日 水曜日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度入学生保証書 収入係 2015年04月01日 水曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度預金口座振替依頼書（銀行） 収入係 2015年04月01日 水曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 資金管理 資金管理 平成26年度預金口座振替依頼書（〒） 収入係 2015年04月01日 水曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　入札関係綴　　　３　事務用パソコンリース７５台 調達グループ 2015年4月1日 11年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　年間契約　Ｖ　特許関連（審査結果が出るまで永久保存） 調達グループ 2015年4月1日 全ての結果確定後７年 確定するまで保存 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　① 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　② 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　③ 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　④ 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑤ 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑥ 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　① 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　② 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽① 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽② 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　ＨＥＮＶ 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担① 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担② 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　支払決議書　科学研究費補助金　奨励 調達グループ 2015年4月1日 補助事業期間終了後５年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度即支出決議書（科研費）　1-20 経理課挾間調達室長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度即支出決議書（厚労科研）　1-4 経理課挾間調達室長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2014年度 会計 資産 動産等 平成26年度備品・資産（科学研究費補助金） 経理課挾間調達室長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度即支出決議書（長期借入金返済，国債等購入） 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度運営費交付金関係 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度振替伝票 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書1 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書2 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書3 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書4 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書5 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書6 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書7 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書8 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書9 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書10 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書11 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書12 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書13 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書14 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書15 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書16 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書17 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書18 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書19 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書20 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書21 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書22 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書23 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書24 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書25 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書26 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書27 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書28 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書29 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書30 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書31 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書32 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書33 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書34 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書35 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書36 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書37 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書38 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書39 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書40 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書41 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書42 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書43 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書44 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書45 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書46 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書47 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書48 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書49 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書50 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書51 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書52 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書53 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書54 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書55 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書56 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書57 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書58 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書59 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書60 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書61 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書62 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書63 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書64 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書65 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書66 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度旅費決議書67 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書1 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書2 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書3 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書4 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書5 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書6 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書7 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書8 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書9 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書10 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書11 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書12 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書13 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書14 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書15 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書16 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書17 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書18 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書19 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書20 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書21 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書22 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書23 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書24 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書25 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書26 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書27 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書28 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書29 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書30 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書31 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書32 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書33 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書34 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書35 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書36 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書37 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書38 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書39 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書40 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書41 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書42 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書43 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書44 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書45 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書46 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書47 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書48 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書49 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書50 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度謝金決議書51 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度科学研究費分担金の配分　決議書 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度奨学金（久保基金）支給　決議書 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度学生奨学金（久保基金以外）支給　決議書① 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度学生奨学金（久保基金以外）支給　決議書② 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度治験参加に伴う被験者負担軽減費支給　決議書 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度診療過誤納払戻　決議書 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理
平成27年度附属学校
　日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ給付金　決議書
　特別支援教育就学奨励費交付金　決議書

経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度学内施設使用に伴う予算配分　決議書 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度検定料返還　決議書 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度特許登録補償金の支給　決議書 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度学生寄宿舎における一時金の返還　決議書 経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理

平成27年度過剰入金返還　決議書
受託事業費返還　決議書
貸付代金過徴収分返還　決議書
科学研究費助成事業返還　決議書
補助金返還　決議書

経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理

平成27年度授業料返還　決議書
教員免許状更新講習料返還　決議書
特別支援教育就学奨励費交付金返納　決議書
育児支援サービス補助事業補助金　決議書
寄附金の返金　決議書

経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理

平成27年度保証金払戻　決議書
研究者の異動に伴う科研費の送金　決議書
大学改革推進等補助金　決議書
消費税納付　決議書
小口現金　決議書

経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理

平成27年度活き活きプロジェクト支援金　決議書
退職に伴う寄附金の移し替え　決議書
修正伝票・振替伝票（決算仕訳）　決議書
和解金　決議書
委託研究契約締結にかかる契約費用の支払（前払）　決議書
学生寮借入金償還　決議書

経理係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票（25日支払）① 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票（25日支払）② 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票（25日支払）③ 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票（25日支払）④ 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票① 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票② 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票③ 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票④ 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票（引落） 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票（税金・給与・その他） 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票（久保基金） 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度振替伝票・出金伝票（現金払い） 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度即支出決定決議書（手数料　寄附口座） 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度即支出決定決議書（手数料　病院・郵便局口座）№1 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度即支出決定決議書（手数料　病院・郵便局口座）№2 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度即支出決定決議書（手数料　支払口座）№1 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度即支出決定決議書（手数料　支払口座）№2 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票・即支出決定決議書（外国送金） 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票・即支出決定決議書（外国送金）科研№1 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度出金伝票・即支出決定決議書（外国送金）科研№2 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度科学研究費補助金収支簿 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2014年4月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2014年5月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2014年6月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2014年7月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2014年8月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2014年9月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2014年10月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2014年11月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2014年12月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2015年1月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2015年2月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度債主登録申請書　2015年3月 支出係 2016年04月01日 金曜日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度科研 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度科研（総合振込以外） 支出係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度入学生保証書 収入係 2016年04月01日 金曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度預金口座振替依頼書（銀行） 収入係 2016年04月01日 金曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度預金口座振替依頼書（〒） 収入係 2016年04月01日 金曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度入学料（銀行・現金） 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度寄附金（三井住友・〒） 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度検定料（銀行）① 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度検定料（〒）① 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度検定料（〒）② 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度入学料（〒） 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度・科研費補助金・科研費助成金・厚生労働科研費・授業料口座 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理
平成27年度・西日本シティ・王子キャンパス（現金）・支払口座・教員免許講習料・
修正伝票

収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理
平成27年度・運営費交付金・附属病院収入・久保基金・各種補助金・環境省補助
金・大学改革推進事業

収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度経営管理課（現金）① 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度経営管理課（現金）② 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度医学分館（現金） 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度医学分館（現金）② 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度その他（銀行）① 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度その他（銀行）② 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度その他（銀行）③ 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度その他（銀行）④ 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度その他（銀行）⑤ 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度その他（〒）① 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度その他（〒）② 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度寄附金（銀行）① 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度寄附金（銀行）② 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度その他（現金） 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度その他（現金）② 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度その他（現金）③ 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理
平成27年度収入契約決議書／即履行決議書綴・国際交流会館・医学部外国人客
員研究員等宿泊施設・職員宿舎

収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度収入契約決議書／即履行決議書綴・経理係関係・その他の戻入 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度収入契約決議書／即履行決議書綴・受託事業・受託研究 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度収入契約決議書／即履行決議書綴・共同研究 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理
平成27年度収入契約決議書／即履行決議書綴・不動産貸付・大分工業高等専門
学校

収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度収入契約決議書／即履行決議書綴・治験 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度収入契約決議書／即履行決議書綴・文献複写料～その他 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度収入契約決議書／即履行決議書綴・受託実習～カード 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度取引照会・その他 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度取引照会・入学料 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度取引照会・経営管理課・医学分館 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度取引照会・検定料 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度取引照会・教員免許更新料～久保基金 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度取引照会・授業料 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度取引照会・附属病院収入 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度取引照会・支払口座 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度払込取扱票・授業料 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度払込取扱票・その他 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度払込取扱票・検定料① 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度払込取扱票・検定料①　銀行 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度払込取扱票・検定料②　銀行 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度払込取扱票・検定料③　銀行 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度払込取扱票・寄附金 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度払込取扱票・授業料　銀行 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度払込取扱票・その他　銀行 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度払込取扱票・入学料　銀行 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度振替受払通知書及び払込取扱票　検定料① 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度振替受払通知書及び払込取扱票　検定料② 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度振替受払通知書及び払込取扱票　検定料③ 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度振替受払通知書及び払込取扱票　検定料④ 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度振替受払通知書及び払込取扱票　検定料⑤ 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度振替受払通知書及び払込取扱票　入学料① 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度領収済報告書（教育）① 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度領収済報告書（教育）② 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度領収済報告書（分館） 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度領収済報告書（経営管理課） 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度領収済報告書（図書館） 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度領収済報告書（留学生係/収入・支出係/王子キャンパス/学生支援 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度領収済報告書（業務支援室）① 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度領収済報告書（業務支援室）② 収入係 2016年04月01日 金曜日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 事務用パソコンリース　７０台 調達グループ 2016年4月1日 11年（リース終了後5年） 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ａ　清掃 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　１ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　２ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　３ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｃ　燃料 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｅ　車両関係　１ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｅ　車両関係　２ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｅ　車両関係　３ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｆ　検診・検査 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｇ　警備・管理 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｈ　業務委託　１ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｈ　業務委託　２ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｊ　保守 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｋ　支援 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｌ　人材派遣 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｍ　リース　１ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｍ　リース　２ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｎ　賃貸借 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｏ　複写機保守　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借１ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借２ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借３ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｐ　メール・宅急便　１ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｐ　メール・宅急便　２ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｑ　その他 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｒ　消耗品　１ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｒ　消耗品　２ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｒ　消耗品　３ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｒ　消耗品　４ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｒ　消耗品　５ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｓ　追録 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｓ　雑誌 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｓ　新聞 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｓ　定刊　１ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 １ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ２ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ３ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ４ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ５ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｕ　電気料金 １ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｕ　電気料金 ２ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｕ　上水 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｕ　上下水道 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｕ　ガス料金 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｖ　特許関連　１ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｖ　特許関連（審査結果が出るまで永久保存） 調達グループ 2016年4月1日 全ての結果確定後７年 確定するまで保存 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｘ　その他 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｙ　前払決議書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　１ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　２ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｚ　振替伝票　１ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　年間契約　Ｚ　振替伝票　２ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　４月支払分 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　５月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　５月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　５月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　５月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　５月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　６月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　６月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　６月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　６月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　６月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　７月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　７月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　７月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　７月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　７月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　８月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　８月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　８月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　８月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　８月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　８月支払分　⑥ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　９月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　９月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　９月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　９月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　９月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１０月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１０月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１０月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１０月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１０月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１０月支払分　⑥ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１１月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１１月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１１月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１１月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１１月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１１月支払分　⑥ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１２月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１２月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１２月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１２月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１２月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１２月支払分　⑥ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１２月支払分　⑦ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１２月支払分　⑧ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１月支払分　⑥ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　１月支払分　⑦ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　２月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　２月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　２月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　２月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　２月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　２月支払分　⑥ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　２月支払分　⑦ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　２月支払分　⑧ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　２月支払分　⑨ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　２月支払分　⑩ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　２月支払分　⑪ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　３月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　３月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　３月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　３月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　３月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　３月支払分　⑥ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　３月支払分　⑦ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　３月支払分　⑧ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　３月支払分　⑨ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　４月支払分　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　４月支払分　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　４月支払分　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　４月支払分　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　４月支払分　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　４月支払分　⑥ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　４月支払分　⑦ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　共同研究　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　共同研究　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　共同研究　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　共同研究　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　受託研究　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　受託研究　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　受託研究　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　受託研究　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　受託研究　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　受託研究　⑥ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　受託事業　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　受託事業　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　受託事業　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　① 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　② 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　③ 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　④ 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑥ 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ ① 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　② 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　③ 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　① 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　② 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽① 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽② 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担① 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担② 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担③ 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　科学研究費補助金　奨励 調達グループ 2016年4月1日 補助事業期間終了後５年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　補助金　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　寄付金　① 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　寄付金　② 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　寄付金　③ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　寄付金　④ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　寄付金　⑤ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　寄付金　⑥ 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 物品請求及び管理書　受託研究 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 物品請求及び管理書　科研費 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　支払決議書　施設整備費補助金 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 戻入 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 久保奨学基金 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 即履行決定決議書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　　４月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　　５月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　　６月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　　７月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　　８月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　　９月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　１０月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　１１月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　１２月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　　１月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　　２月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　　３月分　清掃実績報告書 調達グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書1 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書3 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書4 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書5 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書6 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書7 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書8 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書9 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
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2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書10 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書11 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書12 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書13 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書14 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書15 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書16 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書17 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書18 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書19 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書20 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書21 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書22 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書23 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度契約伺⑤（年間）リース・賃貸借（4年）　1～2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 9年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度契約伺⑥（年間）リース・賃貸借（5年）　1～6 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度契約伺⑦（年間）リース・賃貸借（6年）　1～2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 11年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度契約伺⑧（政調）病院情報管理システム（ＢＵＮＧＯ）　一式　1-4 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 11年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（４月)　1-8 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（４月)　1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（５月)　1-6 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（５月)　1-4 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（６月)　1-7 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（６月)　1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（７月)　1-7 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（７月)　1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（８月)　1-7 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（８月)　1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（９月)　1-6 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（９月)　1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（10月)　1-7 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（10月)　1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（11月)　1-7 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（11月)　1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（12月)　1-8 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（12月) 1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（１月)　1-8 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（１月)　1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（２月)　1-8 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（２月)　1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（３月)　1-10 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書　立替払（３月)　1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（寄付金）　1-13 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（受託研究）　1-14 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（科研費）　1-19 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（補助金）1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（肝炎） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（がん） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（厚労科研） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度即支出決議書（受託厚労） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度年間契約　1-40 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決定決議書（医学部） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決定決議書（附属病院） 　1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決定決議書（前金払） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決定決議書（臨床研究保険） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度債権発生 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資産 動産等 平成27年度備品・資産（運営費交付金・授業料等収入）1-2 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資産 動産等 平成27年度備品・資産（診療関連収入等）1-3 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資産 動産等 平成27年度備品・資産（受託研究費等） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資産 動産等 平成27年度備品・資産（寄付金） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資産 動産等 平成27年度備品・資産（補助金等） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 資産 動産等 平成27年度備品・資産（借入金） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　1 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　2（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　3（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　4（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　5（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　6（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　7 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
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2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　8（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　9 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　10 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　11 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　12 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　13 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　14 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　15 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　16 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　17 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　18 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　19 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　20 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　21 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　22 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　23 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　24 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　25 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　26 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　27 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　28（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　29 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　30 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　31 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　32 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　33 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　34 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　35 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　36 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度支出決議書　37 経理課挾間調達室長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度即支出決議書（長期借入金返済，国債等購入） 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度運営費交付金関係 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度振替伝票 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書1 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書2 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書3 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書4 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書5 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 学生寮借入金償還　決議書 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書7 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書8 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書9 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書10 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書11 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書12 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書13 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書14 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書15 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書16 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書17 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書18 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書19 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書20 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書21 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書22 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書23 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書24 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書25 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書26 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書27 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書28 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書29 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書30 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書31 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書32 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書33 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書34 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書35 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書36 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書37 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書38 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書39 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書40 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書41 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書42 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書43 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書44 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書45 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書46 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書47 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書48 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書49 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書50 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書51 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書52 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書53 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書54 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書55 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書56 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書57 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書58 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書59 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書60 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書61 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書62 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書63 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書64 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書65 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書66 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書67 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書68 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書69 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書70 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書71 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書72 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書73 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書74 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書75 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書76 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書77 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書78 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書79 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書80 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書81 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書82 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書83 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書84 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書85 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書86 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書1 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書2 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書3 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書4 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書5 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書6 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書7 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書8 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書9 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書10 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書11 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書12 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書13 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書14 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書15 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書16 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書17 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書18 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書19 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書20 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書21 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書22 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書23 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書24 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書25 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書26 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書27 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書28 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書29 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書30 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書31 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書32 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書33 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書34 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書35 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書36 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書37 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書38 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書39 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書40 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書41 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書42 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書43 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書44 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書45 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度謝金決議書46 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度科学研究費分担金の配分　決議書 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度奨学金（久保基金）支給　決議書 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度学生奨学金（久保基金以外）支給　決議書① 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度学生奨学金（久保基金以外）支給　決議書② 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度治験参加に伴う被験者負担軽減費支給　決議書 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度診療過誤納払戻　決議書 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理
平成28年度附属学校
　日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ給付金　決議書
　特別支援教育就学奨励費交付金　決議書

経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度学内施設使用に伴う予算配分　決議書 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度検定料返還　決議書 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度特許登録補償金の支給　決議書 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度学生寮借入金償還　決議書 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度学生寄宿舎における一時金の返還　決議書 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理

平成28年度
過剰入金返還　決議書
受託研究費返還　決議書
財産貸付料返還　決議書
科学研究費助成事業返還　決議書
補助金返還　決議書
地方創世大学等連携プロジェクト支援事業委託経費　決議書

経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理

平成28年度
保証金払戻　決議書
共同研究講座に係る経費の返還　決議書
長崎大学感染研究プロジェクトに係る返金　決議書
講習料返還　決議書
受託事業費返還　決議書
負担対象費用の返還　決議書

経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理

平成28年度
授業料返還　決議書
退職に伴う寄附金の移し替え　決議書
活き活きプロジェクト支援金　決議書
小口現金　決議書
消費税納付　決議書

経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理

平成28年度
和解金　決議書
修正伝票　決議書
研究者の異動に伴う科研費の送金　決議書
研究委託契約締結に係る経費の支払　決議書
大学改革推進等補助金　決議書

経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2016年度 会計 資金管理 資金管理

平成２８年度
育児支援サービス補助事業補助金　決議書
実習費支払　決議書
中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付　決議書
大学入試センター試験実施経費の共同実施校への配分　決議書
熊本地震特別措置による入学料免除相当額の支給・見舞金　決議書

経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度旅費決議書6 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度債権発生 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資産 動産等 平成28年度備品・資産（運営費交付金・授業料等収入）1-2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資産 動産等 平成28年度備品・資産（診療関連収入等）1-4 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資産 動産等 平成28年度備品・資産（受託研究費等） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資産 動産等 平成28年度備品・資産（寄付金） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資産 動産等 平成28年度備品・資産（補助金等） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資産 動産等 平成28年度備品・資産（借入金） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ① 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ② 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ③ 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ④ 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ⑤ 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ⑥ 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ⑦ 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ⑧ 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ⑨ 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ⑩ 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ⑪ 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ⑫ 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　ＦＢ⑬ 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　現金① 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　現金② 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　引落① 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　引落② 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度出金伝票　外国送金 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度手数料　郵便局 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度手数料　大分銀行① 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度手数料　大分銀行② 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度手数料　三井住友銀行　外 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度債主登録申請書① 支出係 2017年04月01日 土曜日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度債主登録申請書② 支出係 2017年04月01日 土曜日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度債主登録申請書③ 支出係 2017年04月01日 土曜日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度債主登録申請書④ 支出係 2017年04月01日 土曜日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度債主登録申請書⑤ 支出係 2017年04月01日 土曜日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度債主登録申請書⑥ 支出係 2017年04月01日 土曜日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度債主登録申請書⑦ 支出係 2017年04月01日 土曜日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度債主登録申請書⑧ 支出係 2017年04月01日 土曜日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度債主登録申請書⑨ 支出係 2017年04月01日 土曜日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度債主登録申請書⑩ 支出係 2017年04月01日 土曜日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度入学生保証書 収入係 2017年04月01日 土曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度預金口座振替依頼書（銀行） 収入係 2017年04月01日 土曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度預金口座振替依頼書（〒） 収入係 2017年04月01日 土曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理
平成28年度収入契約決議書／即履行決議書綴・国際交流会館・医学部外国人客
員研究員等宿泊施設・職員宿舎①

収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度収入契約決議書／即履行決議書綴・経理係関係・その他の戻入 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度収入契約決議書／即履行決議書綴・受託事業・受託研究 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度収入契約決議書／即履行決議書綴・共同研究 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理
平成28年度収入契約決議書／即履行決議書綴・不動産貸付・大分工業高等専門
学校

収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度収入契約決議書／即履行決議書綴・治験 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度収入契約決議書／即履行決議書綴・文献複写料～その他① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度収入契約決議書／即履行決議書綴・研究事業～テレビカード 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・授業料　銀行 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・その他　銀行 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・検定料①　〒 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・検定料①　銀行 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・検定料②　銀行 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・寄附金①　銀行 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・入学料　銀行 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度振替払込受付証明書① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度振替払込受付証明書② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度振替払込受付証明書③ 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度振替払込受付証明書④ 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度領収済報告書（教育）① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度領収済報告書（教育）② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度領収済報告書（分館） 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度領収済報告書（経営管理課） 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度領収済報告書（図書館） 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度領収済報告書（留学生係/収入・支出係/王子キャンパス/学生支援 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度領収済報告書（業務支援室）① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度領収済報告書（業務支援室）② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度　調査・回答　等 収入係 2017年04月01日 土曜日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　　４月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　　５月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　　６月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　　７月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　　８月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　　９月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　１０月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　１１月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　１２月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　　１月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　　２月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　　３月分　清掃実績報告書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 入札関係綴８　電動油圧昇降ベッド 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 事務用パソコンリース　６７台 調達グループ 2017年4月1日 11年（リース終了後5年） 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ａ　清掃 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　１ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　２ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｃ　燃料 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｅ　車両関係　１ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｅ　車両関係　２ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｅ　車両関係　３ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｆ　検診・検査 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｇ　警備・管理 １ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｇ　警備・管理 ２ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｈ　業務委託　１ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｈ　業務委託　２ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｊ　保守 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｋ　支援 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｌ　人材派遣 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｍ　リース　１ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｍ　リース　２ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｎ　賃貸借 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｏ　複写機保守 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　１ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　２ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　３ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　４ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　５ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｐ　メール・宅急便　１ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｑ　その他 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｒ　消耗品　１ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｒ　消耗品　２ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｒ　消耗品　３ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｒ　消耗品　４ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｒ　消耗品　５ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｒ　消耗品　６ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｓ　追録 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｓ　雑誌 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｓ　新聞 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｓ　定刊 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 １ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ２ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ３ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ４ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ５ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｕ　電気料金 １ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｕ　電気料金 ２ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｕ　電気料金 ３ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｕ　上水 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄

105/328



国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｕ　上下水道 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｕ　ガス料金 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｖ　特許関連　１ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｖ　特許関連　２ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｖ　特許関連（審査結果が出るまで永久保存） 調達グループ 2017年4月1日 全ての結果確定後７年 確定するまで保存 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｘ　その他 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｙ　前払決議書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　１ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　２ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　年間契約　Ｚ　振替伝票　１ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　５月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　５月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　５月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　５月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　５月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　６月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　６月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　６月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　６月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　６月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　６月支払分　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　７月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　７月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　７月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　７月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　７月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　７月支払分　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　８月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　８月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　８月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　８月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　８月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　９月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　９月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　９月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　９月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　９月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１０月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１０月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１０月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１０月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１０月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１０月支払分　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１０月支払分　⑦ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１１月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１１月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１１月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１１月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１１月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１１月支払分　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１１月支払分　⑦ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１１月支払分　⑧ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１２月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１２月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１２月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１２月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１２月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１２月支払分　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１２月支払分　⑦ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１月支払分　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　１月支払分　⑦ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　２月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　２月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　２月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　２月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　２月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　２月支払分　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　２月支払分　⑦ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　２月支払分　⑧ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　２月支払分　⑨ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　２月支払分　⑩ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　３月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　３月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　３月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　３月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　３月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　３月支払分　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　３月支払分　⑦ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　３月支払分　⑧ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　３月支払分　⑨ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　３月支払分　⑩ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分　⑦ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分　⑧ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分　⑨ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分　⑩ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　４月支払分　⑪ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　共同研究　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　共同研究　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　共同研究　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　共同研究　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　共同研究　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　共同研究　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　共同研究　⑦ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　受託研究　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　受託研究　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　受託研究　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　受託研究　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　受託研究　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　受託研究　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　受託研究　⑦ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　受託研究　⑧ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　受託事業　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　受託事業　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　受託事業　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ａ 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　新域・図書 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　厚生科学研究費補助金 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　① 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　② 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　③ 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　④ 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑦ 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑧ 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ ① 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　② 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　① 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　② 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽① 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽② 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担① 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担② 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担③ 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担④ 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　科学研究費補助金　奨励 調達グループ 2017年4月1日 補助事業期間終了後５年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　補助金　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　寄付金　① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　寄付金　② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　寄付金　③ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　寄付金　④ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　寄付金　⑤ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　寄付金　⑥ 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　支払決議書　施設整備費補助金 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 戻入 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 即履行決定決議書 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 決議書別支払予定一覧表 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 物品請求及び管理書　受託研究 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 物品請求及び管理書　科研費 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　物品請求及び管理書　受託研究① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　物品請求及び管理書　受託研究② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　物品請求及び管理書　科研費① 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　物品請求及び管理書　科研費② 調達グループ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書1 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書3 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書4 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書5 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書6 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書7 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書8 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書9 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書10 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書11 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書12 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書13 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書14 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書15 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書16 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書17 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書18 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書19 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書20 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書21 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書22 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書23 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺⑤（年間）リース・賃貸借（5年）　1～5 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺⑥（政調）総合検体検査システム 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺⑦（政調）救急車からの12誘導心電図伝送システム 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺⑧（政調）心疾患対応放射線画像診断・治療システム 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（４月)　1-7 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（４月) 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（５月)　1-7 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（５月)　1-3 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（６月)　1-8 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（６月)　1-2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（７月)　1-8 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（７月)　1-4 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（８月)　1-8 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（８月)　1-2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（９月)　1-8 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（９月) 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（10月)　1-10 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（10月)　1-2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（11月)　1-7 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（11月)　1-3 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（12月)　1-8 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（12月) 1-2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（１月)　1-8 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（１月)　1-2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（２月)　1-8 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（２月)　1-2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（３月)　1-9の2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書　立替払（３月)　1-2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（預り金） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
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2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（寄付金）　1-15 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（受託研究）　1-18 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（科研費）　1-20 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（科研費）立替払　1-4 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（補助金）1-2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（肝炎） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（がん） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度即支出決議書（厚労科研） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度年間契約　1-45 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決定決議書（医学部） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決定決議書（附属病院） 　1-2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決定決議書（前金払） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決定決議書（臨床研究保険） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　1 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 11年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　2 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　4 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 9年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　6 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　8 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 9年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　9 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 9年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　10 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 9年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　11 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 9年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　12 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　15 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　20 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 9年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　22 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺　23 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　1（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　2（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　3（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　4 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　5 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　6（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　7（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　8（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　9 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　10 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　11 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　12 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　13 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　14 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　15 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　16 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　17 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　18 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　19 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　20 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　21 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　22 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　23 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　24 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　25 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　26 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　27 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　28（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　29 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　30 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　31 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　32 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　33 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　34 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　35（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　36（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　37 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　38 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　39 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　40 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度支出決議書　41（産業廃棄物管理表（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度科学研究費補助金収支簿 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度取引照会　支払口座 支出係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2016年度 会計 資金管理 資金管理
平成28年度・運営費交付金・附属病院収入・久保基金・各種補助金・環境省補助
金・大学改革推進事業

収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度・科研費補助金・科研費助成金・厚生労働科研費・授業料口座 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理
平成28年度・西日本シティ・王子キャンパス（現金）・支払口座・教員免許講習料・
修正伝票

収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度検定料（銀行） 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度検定料（〒）① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度検定料（〒）② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度入学料（銀行） 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度入学料（〒）① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度入学料（〒）② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度寄附金（銀行）① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度寄附金（銀行）② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度寄附金（銀行）③ 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度寄附金（三井住友・〒・修学支援事業基金） 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（銀行）① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（銀行）② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（銀行）③ 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（銀行）④ 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（銀行）⑤ 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（銀行）⑥ 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（〒）① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（〒）② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（〒）③ 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度経営管理課（現金）① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度経営管理課（現金）② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度医学分館（現金）① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度医学分館（現金）② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（現金）① 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（現金）② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度その他（現金）③ 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理
平成28年度収入契約決議書／即履行決議書綴・国際交流会館・医学部外国人客
員研究員等宿泊施設・職員宿舎②

収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度収入契約決議書／即履行決議書綴・受託実習～物品貸付 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度収入契約決議書／即履行決議書綴・文献複写料～その他② 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度取引照会・授業料 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度取引照会・検定料 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度取引照会・附属病院収入 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度取引照会・寄附金・三井住友銀行・修学支援事業基金 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度取引照会・その他 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度取引照会・経営管理課・医学分館 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度取引照会・入学料 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度取引照会・教員免許更新料～久保基金 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・検定料②　〒 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・検定料③　〒 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・検定料④　〒 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・検定料⑤　〒 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度払込取扱票・寄附金②　銀行 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度領収済報告書（教育）③ 収入係 2017年04月01日 土曜日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度即支出決議書（長期借入金返済，国債等購入） 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度総括業務関係 経理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書1 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書2 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書3 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書4 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書5 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書7 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書8 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書9 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書10 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書11 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書12 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書13 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書14 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書15 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書16 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書17 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書18 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書19 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書20 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書21 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書22 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書23 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書24 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書25 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書26 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書27 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書28 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書29 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書30 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書31 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書32 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書33 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書34 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書35 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書36 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書37 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書38 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書39 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書40 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書41 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書42 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書43 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書44 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書45 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書46 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書47 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書48 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書49 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書50 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書51 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書52 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書53 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書54 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書55 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書56 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書57 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書58 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書59 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書60 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書61 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書62 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書63 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書64 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書65 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書66 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書67 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書68 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書69 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書70 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書71 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書72 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書73 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書74 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書75 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書76 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書77 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書78 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書79 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書80 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書81 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書82 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書83 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書84 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書85 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書86 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書1 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書2 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書3 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書4 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書5 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書6 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書7 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書8 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書9 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書10 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書11 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書12 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書13 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書14 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書15 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書16 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書17 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書18 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書19 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書20 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書21 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書22 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書23 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書24 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書25 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書26 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書27 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書28 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書29 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書30 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書31 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書32 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書33 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書34 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書35 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書36 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度謝金決議書37 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度地方創生大学等連携プロジェクト支援事業委託経費　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度補助金返還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度科学研究費助成事業返還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度受託研究費返還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度過剰入金返還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度特別支援教育就学奨励交付金返納　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度講習料返還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度受託事業返還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度負担対象費用の返還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度保証金払戻　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度授業料返還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度退職に伴う寄附金の移し替え　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度活き活きプロジェクト支援金　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度小口現金　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度消費税納付　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度示談金　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度研究者の異動に伴う科研費の送金　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度大学改革推進等補助金　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度育児支援サービス補助事業補助金　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度実習費支払　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度大学入試センター試験実施経費の共同実施校への配分　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度熊本地震に伴う学生支援特別給付奨学金 決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度寄附金の返納　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度納付金　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度再委託研究開発契約にかかる研究費の支払　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度入院費の保証　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度機械工業振興補助事業（財団法人JKA）未執行額返納　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度寒田宿舎水道ポンプ故障に伴う増加分電気代　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度BLS受講料返還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度学生寮借入金償還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度科学研究費分担金の配分　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度奨学金（久保基金）支給　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度奨学金（久保基金以外）支給　決議書① 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度奨学金（久保基金以外）支給　決議書② 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度治験参加に伴う被験者負担軽減費支給　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度診療過誤納払戻　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度附属学校日本スポーツ振興センター給付金　決議書特別支援教育就 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度学内施設使用に伴う予算配分　決議書① 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度学内施設使用に伴う予算配分　決議書② 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度検定料返還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度特許登録補償金の支給　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度学生寄宿舎における一時金の返還　決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度旅費決議書6 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺①（300万超）　1～23 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺②（500万超）　1～15 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺③（年間）役務等　1～53 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺④（年間）リース・賃貸借　1～8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺⑤（年間）リース・賃貸借（5年）　1～6 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺⑥（政調）ドクヘリ運航業務　　一式 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺⑦（政調）遠隔操作型内視鏡下手術装置リース　一式 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺⑧（政調）外来診療棟ロビーチェア　一式 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺⑨（政調）病院情報ネットワーク機器　一式 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（４月)　1-10 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（４月)　1-2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（５月)　1-8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（５月)　1-3 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（６月)　1-8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（６月)　1-3 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（７月)　1-8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（７月)　1-2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（８月)　1-9 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（８月)　1-2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（９月)　1-8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（９月)　1-2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（10月)　1-8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（10月)　1-3 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（11月)　1-7 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（11月)　1-3 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（12月)　1-8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（12月) 1-2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（１月)　1-7 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（１月)　1-2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（２月)　1-8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（２月)　1-3 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（３月)　1-10 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書　立替払（３月)　1-2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（寄付金）　1-14 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（受託研究）　1-20 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（科研費）　1-26 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（科研費）　立替払　1-4 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（補助金）1-2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（肝炎） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（がん） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書（厚労科研） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度年間契約　1-50 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決定決議書（医学部） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決定決議書（附属病院） 　1-4 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決定決議書（前金払） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成23・24・25・26・27・28・29年度物品無償譲受契約関係 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成23・24・25・26・27・28・29年度寄附物品採納伺 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度貸付契約綴 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度債権発生 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度不用決定伺1-2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度固定資産（動産等）実査報告書（物品検査書） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度備品・資産（運営費交付金・授業料等収入）1-5 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度備品・資産（診療関連収入等）1-3 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度備品・資産（受託研究費等）1-2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度備品・資産（寄付金） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度備品・資産（補助金等） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度備品・資産（借入金） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度備品・資産（目的積立金） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度備品・資産（管理消耗品） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約①（300万超）1-11 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄

113/328



国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約②（500万超）1-13 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約③（年間）役務等1-11 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約④（年間）リース・賃貸借1-3 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約⑤（年間）リース・賃貸借（5年）1-2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約⑥（政調）手術室システム 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約⑦（政調）術中実績記録システム 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約⑧（政調）救命救急医療支援管理システム 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度科学研究費補助金収支簿 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度取引照会　支払口座 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　ＦＢ① 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　ＦＢ② 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　ＦＢ③ 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　ＦＢ④ 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　ＦＢ⑤ 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　ＦＢ⑥ 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　ＦＢ⑦ 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　ＦＢ⑧ 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　ＦＢ⑨ 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　ＦＢ⑩ 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　ＦＢ⑪ 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　現金① 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　引落① 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度出金伝票　外国送金 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度手数料　郵便局外① 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度手数料　大分銀行① 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度手数料　大分銀行② 支出係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債主登録申請書① 支出係 2018年04月01日 日曜日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債主登録申請書② 支出係 2018年04月01日 日曜日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債主登録申請書③ 支出係 2018年04月01日 日曜日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債主登録申請書④ 支出係 2018年04月01日 日曜日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債主登録申請書⑤ 支出係 2018年04月01日 日曜日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債主登録申請書⑥ 支出係 2018年04月01日 日曜日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債主登録申請書⑦ 支出係 2018年04月01日 日曜日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債主登録申請書⑧ 支出係 2018年04月01日 日曜日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度入学生保証書 収入係 2018年04月01日 日曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度預金口座振替依頼書（銀行） 収入係 2018年04月01日 日曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度預金口座振替依頼書（〒） 収入係 2018年04月01日 日曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債主登録① 収入係 2018年04月01日 日曜日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度・運営費交付金・附属病院収入・久保基金・各種補助金・環境省補助 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度・科研費補助金・科研費助成金・厚生労働科研費・授業料口座 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度・西日本シティ・王子キャンパス（現金）・支払口座・教員免許講習料・ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度検定料（銀行） 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度検定料（〒）① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度検定料（〒）② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度入学料（銀行） 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度入学料（〒）① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度寄附金（銀行）① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度寄附金（銀行）② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度寄附金（銀行）③ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度寄附金（三井住友・〒・修学支援事業基金） 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度その他（銀行）① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度その他（銀行）② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度その他（銀行）③ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度その他（銀行）④ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度その他（銀行）⑤ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度その他（〒）① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度その他（〒）② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度その他（〒）③ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度経営管理課（現金）① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度経営管理課（現金）② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度医学分館（現金）① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度医学分館（現金）② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度その他（現金）① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度その他（現金）② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度その他（現金）③ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度郵便局授業料 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度収入契約決議書／即履行決議書綴・国際交流会館・医学部外国人客 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度収入契約決議書／即履行決議書綴・経理係関係・その他の戻入 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度収入契約決議書／即履行決議書綴・受託事業・受託研究 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度収入契約決議書／即履行決議書綴・受託実習～物品貸付 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度収入契約決議書／即履行決議書綴・共同研究 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度収入契約決議書／即履行決議書綴・不動産貸付 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度収入契約決議書／即履行決議書綴・職員宿舎 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度収入契約決議書／即履行決議書綴・治験 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度収入契約決議書／即履行決議書綴・文献複写料～その他① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理   平成29年度収入契約決議書／即履行決議書綴・文献複写料～その他② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度収入契約決議書／即履行決議書綴・研究事業～テレビカード 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債権通知書・国際交流会館・留学生寄宿舎・職員宿舎・なかよし保育 収入係 2018年04月01日 日曜日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債権発生通知書挾間キャンパス 収入係 2018年04月01日 日曜日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債権発生通知書旦野原キャンパス 収入係 2018年04月01日 日曜日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度　授業料・入学料（授業料債権通知書） 収入係 2018年04月01日 日曜日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度　授業料・入学料（決議書） 収入係 2018年04月01日 日曜日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度　授業料　請求・払込データ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度　授業料・入学料学生支援課通知 収入係 2018年04月01日 日曜日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度　過誤納返金 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度　月締め　1 収入係 2018年04月01日 日曜日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度　月締め　2 収入係 2018年04月01日 日曜日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度　調査・回答　等 収入係 2018年04月01日 日曜日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度　契約保証金（保証証書）預かり書 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度　事務委託預り金取扱申請・許可 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度取引照会・授業料 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度取引照会・検定料 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度取引照会・附属病院収入 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度取引照会・寄附金・三井住友銀行・修学支援事業基金 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度取引照会・その他 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度取引照会・経営管理課・医学分館 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度取引照会・入学料 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度取引照会・教員免許更新料～久保基金 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・授業料　銀行 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・その他　銀行① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・その他　銀行② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・検定料①　〒 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・検定料②　〒 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・検定料③　〒 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・検定料④　〒 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・検定料⑤　〒 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・検定料⑥　〒 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・検定料①　銀行 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・検定料②　銀行 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・検定料③　銀行 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・検定料④　銀行 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・寄附金①　銀行 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・寄附金②　銀行 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度払込取扱票・入学料　銀行 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度振替払込受付証明書① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度振替払込受付証明書② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度振替払込受付証明書③ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度振替払込受付証明書④ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度振替払込受付証明書⑤ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度振替払込受付証明書⑥ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度振替払込受付証明書⑦ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度領収済報告書（教育）① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度領収済報告書（教育）② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度領収済報告書（教育）③ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度領収済報告書（教育）④ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度領収済報告書（分館） 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度領収済報告書（経営管理課） 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度領収済報告書（図書館） 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度領収済報告書（留学生係/収入・支出係/王子キャンパス/学生支援 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度領収済報告書（業務支援室）① 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度領収済報告書（業務支援室）② 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度領収済報告書（業務支援室）③ 収入係 2018年04月01日 日曜日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度運営費交付金関係 収入係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度資金移動関係 収入係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度振替伝票（資金移動）・その他　履行決定決議書　即支出（病院債権 収入係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 大分大学（旦野原キャンパス）建物清掃業務等請負　① 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 大分大学（旦野原キャンパス）建物清掃業務等請負　② 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　　４-６月分　清掃実績報告書 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　　７-９月分　清掃実績報告書 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　　１０-１２月分　清掃実績報告書 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　　１-３月分　清掃実績報告書 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 学修eポートフォリオ保守 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 職員健康診断及び特殊健康診断 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 学生定期健康診断 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 教務情報システムリース 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 事務用パソコンリース　８５台 調達グループ 2018年4月1日 11年（リース終了後5年） 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　入札関係　コピー用紙 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 セカンドキャンパス利用及び学内合同説明会開催における就職支援業務 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 旦野原キャンパス及び王子キャンパス廃棄物処理 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 ごみ排出量調査 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 ＩＲ向けＤｒ．Ｓｕｍ保守及び技術支援 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 航空券等現物支給業務 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成２9年度大分大学学術情報データベースシステム保守 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 機密文書処理 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度入札関係綴　  　大分大学教育学部附属学校警備業務請負 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　防災備蓄品 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 大分大学が使用する地下水 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 予算執行に係る物品請求等入力及び関係書類の提出 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 大分大学自動車運転管理業務 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 自動車保険 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 計算証明 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 決算関係 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 旅行伺，命令簿，報告書 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　官公需に関する文書 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　環境物品等の調達及び環境配慮契約の概要等 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　政府調達セミナー及び政府調達実施状況に関する報告 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 省エネルギー対策関係 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度障害者就労支援施設等からの物品等の調達実績 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度における温室効果ガス等の排出削減に配慮して契約の締結 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 廃棄物の減量に関する計画書の提出について① 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 テレビ設置状況調査 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度九州地区国立大学調達・契約実務担当者協議会① 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　回答・調査 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成27年度～　年間委任状・会社名変更等届出綴 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 教員等発注に係る申請書　平成21年度～ 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　勤務状況管理簿 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度仮払金勘定内訳書 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度タクシーチケット利用報告書 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度九州地区国立大学法人間における物品等の共同調達について 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度大分大学自動車管理台帳 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　アルコールに関する報告・届出 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　液体窒素使用簿 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 データ通信・携帯電話・固定電話関係 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 雑件 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ａ　清掃 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　１ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　２ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｃ　燃料 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｅ　車両関係　１ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｅ　車両関係　２ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｅ　車両関係　３ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｆ　検診・検査 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｇ　警備・管理 １ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｇ　警備・管理 ２ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｈ　業務委託　１ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｈ　業務委託　２ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｊ　保守 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｋ　支援 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｌ　人材派遣 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｍ　リース　１ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｍ　リース　２ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｍ　リース　３ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｎ　賃貸借 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｏ　複写機保守 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　１ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　２ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　３ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　４ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｐ　メール・宅急便　１ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｒ　消耗品　１ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｒ　消耗品　２ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｒ　消耗品　３ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｒ　消耗品　４ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｒ　消耗品　５ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｒ　消耗品　６ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｓ　追録 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｓ　雑誌・定刊 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｓ　新聞 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 １ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ２ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ３ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ４ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｔ　郵便料 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｕ　電気料金 １ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｕ　電気料金 ２ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｕ　電気料金 ３ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｕ　上水 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｕ　上下水道 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｕ　ガス料金 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｖ　特許関連　１ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｖ　特許関連　２ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｖ　特許関連（審査結果が出るまで永久保存） 調達グループ 2018年4月1日 全ての結果確定後７年 確定するまで保存 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｘ　その他 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｙ　前払決議書 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　１ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　２ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　年間契約　Ｚ　振替伝票　１ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　５月支払分　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　５月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　５月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　５月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　５月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　５月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　５月支払分　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　６月支払分　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　６月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　６月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　６月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　６月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　６月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　６月支払分　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　７月支払分　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　７月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　７月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　７月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　７月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　７月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　８月支払分　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　８月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　８月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　８月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　８月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　８月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　９月支払分　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　９月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　９月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　９月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　９月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　９月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　９月支払分　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１０月支払分　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１０月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１０月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１０月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１０月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１０月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１１月支払分　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１１月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１１月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１１月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１１月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１１月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１１月支払分　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１１月支払分　⑧ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１２月支払分　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１２月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１２月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１２月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１２月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１２月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１２月支払分　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１２月支払分　⑧ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　１月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　２月支払分　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　２月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　２月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　２月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　２月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　２月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　２月支払分　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　２月支払分　⑧ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　２月支払分　⑨ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　２月支払分　⑩ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　⑧ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　⑨ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　⑩ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　⑪ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　３月支払分　⑫ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分　⑧ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分　⑨ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分　⑩ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　共同研究　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　共同研究　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　共同研究　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　共同研究　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　共同研究　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　共同研究　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　共同研究　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　受託研究　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　受託研究　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　受託研究　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　受託研究　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　受託研究　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　受託研究　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　受託事業　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　受託事業　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　受託事業　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　受託事業　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　厚生科学研究費補助金 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　① 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　② 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　③ 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　④ 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑧ 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ ① 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　② 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ａ　① 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　① 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　② 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　③ 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽① 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽② 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担① 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担② 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担③ 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　分担④ 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　科学研究費補助金　奨励 調達グループ 2018年4月1日 補助事業期間終了後５年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　寄付金　① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　寄付金　② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　寄付金　③ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　寄付金　④ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　寄付金　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　寄付金　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　寄付金　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 保存期間が満了する計算書及び証拠書類の返還 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 戻入　即履行決定決議書 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 決議書別支払予定一覧表 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 物品請求及び管理書　受託研究 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 物品請求及び管理書　科研費 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品請求及び管理書　少額資産① 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品請求及び管理書　少額資産② 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品請求及び管理書　少額資産③ 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品請求及び管理書　管理消耗品 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品請求及び管理書　科研寄附 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品請求及び管理書　受託研究 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品請求及び管理書　固定資産・補助金・施設費・その他 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品請求及び管理書　受託研究① 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品請求及び管理書　受託研究② 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品請求及び管理書　科研費 調達グループ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　廃棄物品明細書等 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　資産関係振替伝票 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品使用簿・資産番号票 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　物品関係（寄附・譲渡・その他） 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　固定資産実査・減損対象資産報告 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　契約綴　① 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　契約綴　② 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　契約綴　③ 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　契約綴　④ 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　契約綴　⑤ 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　契約綴　⑥ 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　契約綴　⑦ 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度入札関係綴　附属中学校パソコン教室用パソコンリース 調達グループ 2018年4月1日 11年（リース終了後5年） 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度入札関係綴　王子キャンパスで使用する電気　サミットエナジー（株） 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度入札関係綴　福祉健康科学部講義室用デスク及びチェア 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度入札関係綴　理学療法実習機器 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度入札関係綴　映像・音響システム 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度入札関係綴　神経・筋機能評価システム 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 粉体組成等解析装置　一式 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 水蒸気導入対応型排ガス浄化触媒性能評価装置　一式 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 電子スピン共鳴装置　一式 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 大分大学理工学部永岡研究室における労働者派遣業務　一式（平成30年度） 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2017年度 会計 契約 契約 教育用電子計算機システム　一式 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度 　大分大学教育学部附属学校警備業務請負の解除について 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度 　大分大学旦野原キャンパス警備等業務請負の解除について 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 出勤簿 調達グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成2９年度即支出決議書（預り金） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　1 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 9年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　3 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　4 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 9年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　5 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　6 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　7 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 9年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　9 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 9年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　10 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　11 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 9年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　12 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　13 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　14 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　15 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 9年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　16 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　17 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　18 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　19 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　20 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 9年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　21 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　22 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　23 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　24 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 9年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　25 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 9年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　26 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 11年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　27 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　28 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　29 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　30 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　31 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　32 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　33 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　34 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺　35 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　1（産業廃棄物管理票（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　2（産業廃棄物管理票（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　3（産業廃棄物管理票（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　4 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　5（産業廃棄物管理票（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　6（産業廃棄物管理票（マニフェスト）入） 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　7 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　9 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　10 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　11 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　12 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　13 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　14 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　15 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　16 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　17 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　18 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　19 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　20 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　21 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　22 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　23 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　24 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　25 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　26 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　27 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　28 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　29 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
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2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　30 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　31 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　32 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　33 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　34 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　35 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　36 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　37 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　38 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　39 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　40 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　41 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　42 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　43 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度支出決議書　44 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査・統計 平成29年度PRTR・多量排出事業所等報告 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度医療機器安全管理専門委員会 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度文書綴 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度医療材料審査委員会1 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度医療材料審査委員会2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度医療材料審査委員会3 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度医療材料審査委員会4 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度医療材料審査委員会5 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度検査材料等審査委員会1 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺1 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺3 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺4 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺5 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺6 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺7 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺9 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度契約伺10 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書1 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書2 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書3 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書4 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書5 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書6 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書7 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書8 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書9 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書10 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書11 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書12 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書13 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書14 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書15 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書16 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書17 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書18 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書19 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書20 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書21 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書22 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書23 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書24 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度即支出決議書25 経理課挾間調達室長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度即支出決議書（長期借入金返済，国債等購入） 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度総括業務関係 経理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書1 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書2 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書3 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書4 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書5 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書6 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書7 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書8 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書9 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書10 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書11 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書12 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書13 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書14 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書15 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書16 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書17 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書18 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書19 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書20 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書21 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書22 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書23 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書24 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書25 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書26 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書27 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書28 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書29 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書30 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書31 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書32 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書33 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書34 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書35 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書36 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書37 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書38 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書39 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書40 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書41 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書42 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書43 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書44 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書45 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書46 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書47 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書48 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書49 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書50 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書51 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書52 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書53 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書54 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書55 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書56 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書57 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書58 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書59 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書60 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書61 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書62 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書63 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書64 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書65 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書66 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書67 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書68 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書69 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書70 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書71 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書72 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書73 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書74 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書75 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書76 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書77 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書78 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書79 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書80 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書81 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書82 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書83 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書84 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書85 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書86 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書87 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書88 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書89 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書90 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書91 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書92 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書93 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書94 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書95 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書96 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書97 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書98 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書99 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書100 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書101 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書102 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書103 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書104 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書105 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書106 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書107 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書108 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書109 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度旅費決議書110 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書1 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書2 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書3 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書4 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書5 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書6 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書7 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書8 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書9 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書10 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書11 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書12 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書13 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書14 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書15 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書16 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書17 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書18 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書19 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書20 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書21 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書22 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書23 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書24 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書25 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書26 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書27 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書28 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書29 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書30 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書31 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書32 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書33 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書34 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度謝金決議書35 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　補助金返還　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　科学研究費助成事業返還　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　受託研究費返還　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　共同研究費返還　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　受託事業返還　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　過剰入金返還　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　特別支援教育就学奨励交付金返納　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　講習料返還　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　保証金払戻　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　授業料返還　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　寄附金の返納　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　その他返還金　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　地方創生大学等連携プロジェクト支援事業委託経費　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　小口現金　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　消費税納付　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　和解金　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　研究者の異動に伴う科研費の送金　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　退職に伴う寄附金の移し替え　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　大学改革推進等補助金　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　育児支援サービス補助事業補助金　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　実習費支払　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　給与の送金　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　ライセンス契約に係る実施料　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　研究委託契約締結にかかる委託研究に要する経費の支払い　決議 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　発達障がい児等心のネットワーク推進事業に係る支払　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　源泉所得支出戻入金未回収案件（振替伝票） 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　修正伝票(振替伝票） 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　学生寮借入金償還　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　科学研究費分担金の配分　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　奨学金（久保基金）支給　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　奨学金（久保基金以外）支給　決議書① 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　奨学金（久保基金以外）支給　決議書② 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　治験参加に伴う被験者負担軽減費支給　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　診療過誤納払戻　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　附属学校日本スポーツ振興センター給付金特別支援教育就学奨励 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　学内施設使用に伴う予算配分　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　検定料返還　決議書① 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　検定料返還　決議書② 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　発明等に係る相当の利益の支給　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　学生寄宿舎における一時金の返還　決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺①（300万超）　1～15 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺②（500万超）　1～5/28 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺③（年間）役務等　1～49 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺④（年間）リース・賃貸借　1～26 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺⑤（年間）リース・賃貸借（5年）　1～6 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺⑥（政調）病理診断支援システム　　一式 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺⑦（政調）新生児集中治療室生体情報モニタリングシステム 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（４月)　1-6 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（４月)　1-2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（５月)　1-5 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（５月)　1-2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（６月)　1-6 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（６月)　1-3 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（７月)　1-5 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（７月)　1-2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（８月)　1-6 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（８月)　1-2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（９月)　1-5 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（９月)　1-2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（10月)　1-６ 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（10月)　1-3 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（11月)　1-6 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（11月)　1-3 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（12月)　1-5 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（12月) 1-2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（１月)　1-5 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（１月)　1 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（２月)　1-6 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（２月)　1-2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（３月)　1-7 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
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2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　立替払（３月)　1-2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（預り金） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（寄付金）　1-11 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（受託研究）　1-17 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（科研費）　1-19 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（科研費）　立替払　1-4 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（補助金）1-3 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（肝炎） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（がん） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（厚労科研） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度年間契約　1-48 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度支出決定決議書（医学部） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度支出決定決議書（附属病院） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度支出決定決議書（前金払） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書（修正伝票）1-2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成23・24・25・26・27・28・29・30年度物品無償譲受契約関係 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成23・24・25・26・27・28・29・30年度寄附物品採納伺 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度貸付契約綴 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度債権発生 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度不用決定伺 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度固定資産（動産等）実査報告書（物品検査書） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度備品・資産（運営費交付金・授業料等収入） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度備品・資産（診療関連収入等）1-2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度備品・資産（受託研究費等） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度備品・資産（寄付金） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度備品・資産（補助金等・目的積立金） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度備品・資産（借入金） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度備品・資産（管理消耗品） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約①（300万超）1-9 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約②（500万超）1-15 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約③（年間）役務等1-10 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約④（年間）リース・賃貸借1-2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約⑥（政調）汎用超音波画像診断装置 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約⑦（政調）ICU人工呼吸管理システム 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約⑧（政調）看護衣の賃貸借及び洗濯請負業務 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約⑧（政調）手術支援システム 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約⑧（政調）集中治療部生体情報モニタリングシステム 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約⑧（政調）整形外科用CTベースドナビゲーションシステム 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約⑧（政調）既設3.0テスラ磁気共鳴断層撮影装置バージョンアップ 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約⑧（政調）調剤業務支援システム 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 手引・マニュアル等 平成30年度検収係原議書 検収係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度科研収支簿 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度取引照会　支払口座 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　ＦＢ　No.1 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　ＦＢ　No.2 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　ＦＢ　No.3 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　ＦＢ　No.4 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　ＦＢ　No.5 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　ＦＢ　No.6 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　ＦＢ　No.7 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　ＦＢ　No.8 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　ＦＢ　No.9 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　現金① 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　現金② 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　引落① 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　引落② 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度出金伝票　外国送金 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度手数料　郵便局　外 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度手数料　大分銀行　No.1 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度手数料　大分銀行　No.2 支出係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債主登録申請書① 支出係 2019年04月01日 月曜日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債主登録申請書② 支出係 2019年04月01日 月曜日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債主登録申請書③ 支出係 2019年04月01日 月曜日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債主登録申請書④ 支出係 2019年04月01日 月曜日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債主登録申請書⑤ 支出係 2019年04月01日 月曜日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債主登録申請書⑥ 支出係 2019年04月01日 月曜日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債主登録申請書⑦ 支出係 2019年04月01日 月曜日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債主登録申請書⑧ 支出係 2019年04月01日 月曜日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債主登録申請書⑨ 支出係 2019年04月01日 月曜日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度入学生保証書 収入係 2019年04月01日 月曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　授業料・入学料（授業料債権通知書） 収入係 2019年04月01日 月曜日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　授業料・入学料（決議書） 収入係 2019年04月01日 月曜日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　授業料　請求・払込データ 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　授業料　請求・払込データ② 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　授業料・入学料学生支援課通知 収入係 2019年04月01日 月曜日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　過誤納返金 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　月締め　1 収入係 2019年04月01日 月曜日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　月締め　2 収入係 2019年04月01日 月曜日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　調査・回答　等 収入係 2019年04月01日 月曜日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度　契約保証金（保証証書）預かり書 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度運営費交付金関係 収入係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度資金移動関係 収入係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度振替伝票（資金移動）・その他　履行決定決議書　即支出（病院債権 収入係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度預金口座振替依頼書（銀行）（医・経済・理工） 収入係 2019年04月01日 月曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度預金口座振替依頼書（銀行）（幼稚園・教育・福祉） 収入係 2019年04月01日 月曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度預金口座振替依頼書（〒） 収入係 2019年04月01日 月曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債主登録① 収入係 2019年04月01日 月曜日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入決議書／収入契約決議書綴・受託実習～物品貸付 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入契約決議書綴・治験 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入契約決議書綴・研究事業～自動車整理料① 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入契約決議書綴・研究事業～自動車整理料② 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入契約決議書綴・寄附金① 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入契約決議書綴・寄附金② 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度・運営費交付金・附属病院収入・久保基金・各種補助金・環境省補助 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度・科研費補助金・科研費助成金・厚生労働科研費・授業料口座 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度・西日本シティ・王子キャンパス（現金）・支払口座・教員免許講習料・ 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度検定料（銀行） 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度検定料（〒） 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度入学料（銀行） 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度入学料（〒） 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度寄附金（銀行）① 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度寄附金（銀行）② 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度寄附金（三井住友・〒・修学支援事業基金） 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度その他（銀行）① 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度その他（銀行）② 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度その他（銀行）③ 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度その他（〒）① 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度その他（〒）② 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度経営管理課（現金） 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度医学分館（現金） 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度その他（現金） 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度郵便局授業料 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入決議書/国際交流会館・医学部外国人客員研究員等宿泊施設 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入決議書／経理係関係・その他の戻入 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入決議書・収入契約決議書／受託事業・受託研究・特許 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入契約決議書／共同研究 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入決議書・収入契約決議書／不動産貸付 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入契約決議書／職員宿舎 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度収入決議書／文献複写料・保育料 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度振替伝票／その他 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債権通知書・国際交流会館・留学生寄宿舎・職員宿舎・なかよし保育 収入係 2019年04月01日 月曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度領収済報告書（教育）① 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度領収済報告書（教育）② 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度領収済報告書（教育）③ 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度領収済報告書（分館） 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度領収済報告書（経営管理課） 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度領収済報告書（図書館） 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度領収済報告書（留学生係/収入・支出係/王子キャンパス/学生支援 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度領収済報告書（業務支援室）① 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度領収済報告書（業務支援室）② 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度インフルエンザ予防接種領収証 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債権発生通知書挾間キャンパス 収入係 2019年04月01日 月曜日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債権発生通知書旦野原キャンパス 収入係 2019年04月01日 月曜日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度取引照会・授業料 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度取引照会・検定料 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度取引照会・附属病院収入 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度取引照会・寄附金・三井住友銀行・修学支援事業基金 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度取引照会・その他 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度取引照会・経営管理課・医学分館 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度取引照会・入学料 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度取引照会・教員免許更新料～久保基金 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度払込取扱票・授業料　銀行 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度払込取扱票・その他　銀行 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度払込取扱票・検定料　銀行 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度払込取扱票・寄附金　修学支援基金　銀行 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度払込取扱票・入学料　銀行 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度払込取扱票・授業料　〒 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度払込取扱票・その他　〒 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度払込取扱票・検定料　〒 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度払込取扱票・寄附金　修学支援基金　〒 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度払込取扱票・入学料　〒 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度振替払込受付証明書① 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度振替払込受付証明書② 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度振替払込受付証明書③ 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度振替払込受付証明書④ 収入係 2019年04月01日 月曜日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度  　建物清掃業務等委託 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　　４-６月分　清掃実績報告書 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　　７-９月分　清掃実績報告書 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　　１０-１２月分　清掃実績報告書 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　　１-３月分　清掃実績報告書 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　学修eポートフォリオ保守 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 職員健康診断及び特殊健康診断 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 学生定期健康診断 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　旦野原キャンパス及び王子キャンパス廃棄物処理 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 ゴミ（可燃）の排出量 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　大分大学学術情報データベースシステム保守 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　機密文書処理 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　防災備蓄品 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度  大分大学自動車運転管理業務 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　自動車保険 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度  旅行伺，命令簿，報告書 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　官公需に関する文書 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　環境物品等の調達及び環境配慮契約の概要等 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　政府調達セミナー及び政府調達実施状況に関する報告 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 省エネルギー対策関係 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度  障害者就労支援施設等からの物品等の調達実績 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度における温室効果ガス等の排出削減に配慮して契約の締結 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　回答・調査 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　勤務状況管理簿 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度タクシーチケット利用報告書 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度  九州地区国立大学法人間における物品等の共同調達について 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　アルコールに関する報告・届出 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度  液体窒素使用簿 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　データ通信・携帯電話・固定電話関係 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　マイクロバス購入契約 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 物品等の三校共同調達契約 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 物品等の三校共同調達契約について（電気） 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 入札関係綴　旦野原キャンパス　無線LANシステム 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 入札関係綴　ADL実習関係機器 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 入札関係綴　心配運動負荷モニタリングシステム 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 筋電図・誘発電位検査装置 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 人事給与システム 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 打ち合わせ等 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 入札関係綴　大分大学王子キャンパスで使用する電気（高圧）　契約電力３８５ｋｗ 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 入札関係綴　大分大学王子キャンパスで使用する電気（高圧）　契約電力３８５ｋｗ 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 債権発生通知書　（電気料） 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度  公用車（セレナ）購入 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　運行日誌 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ａ　清掃 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　１ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　２ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｃ　燃料 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｅ　車両関係　１ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｅ　車両関係　２ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｆ　検診・検査 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｇ　警備・管理 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｈ　業務委託 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｊ　保守 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｋ　支援 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｌ　人材派遣 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｍ　リース　１ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｍ　リース　２ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｎ　賃貸借 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｏ　複写機保守 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　１ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　２ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　３ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　４ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　５ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｐ　メール・宅急便 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｒ　消耗品　１ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｒ　消耗品　２ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｒ　消耗品　３ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｒ　消耗品　４ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｒ　消耗品　５ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｓ　追録 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｓ　定期刊行物（雑誌・新聞） 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 １ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ２ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｔ　電話郵便料 ３ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｔ　郵便料 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｕ　電気料金 １ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｕ　電気料金 ２ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｕ　電気料金 ３ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｕ　上水 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｕ　上下水道 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｕ　ガス料金 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出るまで永久保存 調達グループ 2019年4月1日 全ての結果確定後７年 確定するまで保存 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出たので通常保存　１ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出たので通常保存　2 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｘ　その他 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｙ　前払決議書 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　１ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　２ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　年間契約　Ｚ　振替伝票　１ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　４月支払分 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　５月支払分　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　５月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　５月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　５月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　５月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　６月支払分　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　６月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　６月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　６月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　６月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　６月支払分　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　６月支払分　⑦ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　７月支払分　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　７月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　７月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　７月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　７月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　７月支払分　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　８月支払分　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　８月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　８月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　８月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　８月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　８月支払分　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　９月支払分　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　９月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　９月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　９月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　９月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　９月支払分　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　９月支払分　⑦ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１０月支払分　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１０月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１０月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１０月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１０月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１０月支払分　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１１月支払分　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１１月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１１月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１１月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１１月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１１月支払分　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１１月支払分　⑦ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１２月支払分　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１２月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１２月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１２月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１２月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１２月支払分　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　１月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　２月支払分　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　２月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　２月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　２月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　２月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　２月支払分　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　２月支払分　⑦ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　２月支払分　⑧ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　３月支払分　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　３月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　３月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　３月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　３月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　３月支払分　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　３月支払分　⑦ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　３月支払分　⑧ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　４月支払分　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　４月支払分　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　４月支払分　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　４月支払分　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　４月支払分　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成29年度　支払決議書　４月支払分　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　共同研究　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　共同研究　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　共同研究　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　共同研究　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　共同研究　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　受託研究　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　受託研究　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　受託研究　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　受託研究　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　受託事業　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　受託事業　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科研費　　厚労科研費 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　① 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　② 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　③ 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　④ 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑦ 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ ① 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　② 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　③ 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ａ　① 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ａ　② 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　① 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　② 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　科学研究費補助金　奨励 調達グループ 2019年4月1日 補助事業期間終了後５年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　寄付金　① 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　寄付金　② 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　寄付金　③ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　寄付金　④ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　寄付金　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　支払決議書　寄付金　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　物品請求及び管理書　少額資産 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　物品請求及び管理書　管理消耗品 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　物品請求及び管理書　科研寄附 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　物品請求及び管理書　受託研究費・共同研究費・受託事業費 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　物品請求及び管理書　固定資産・補助金・施設整備費・その他 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　物品請求及び管理書　科研費 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　廃棄物品明細書等 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　資産関係振替伝票　除去・寄付・管理部門変更 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　物品使用簿・資産番号票 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　物品関係（寄附・譲渡・その他） 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 減損実査・固定資産実査・少額資産、管理消耗品実査 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 科研費・補助金・受託事業（契約締結・立替決定通知） 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　契約伺　① 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　契約伺　② 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　契約伺　③ 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　契約伺　④ 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　契約伺　⑤ 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　契約伺　⑥ 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 入札関係　教育情報システム　分冊の1 調達グループ 2019年4月1日 リース終了後5年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 入札関係　教育情報システム　分冊の２ 調達グループ 2019年4月1日 リース終了後5年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 入札関係　ファイアーウォールシステム　分冊の１ 調達グループ 2019年4月1日 リース終了後5年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」に基づく 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 「国等による障碍者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 大分大学理工学部永岡研究室における労働者派遣業務　一式 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 環境物品等の調達及び環境配慮契約の概要等 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 政府調達セミナー及び政府調達実施状況に関する報告 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　学術情報拠点（図書館及び医学図書館）業務請負　一式 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度 　入札関係綴　大分大学旦野原キャンパス警備等業務請負 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度  支払決議書　久保奨学基金 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度  支払決議書　施設整備費補助金 調達グループ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 教育情報システム　１式 調達グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 ファイアーウォールシステム 調達グループ 2019年4月1日 9年 2028年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 入札関係綴　卓上電子顕微鏡 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 入札関係綴　ドラフトチャンバーおよび反応ろ過装置 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 入札関係綴　粘弾性測定装置 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成３０年度　水道料関係 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 事務用パソコンリース　８０台 調達グループ 2019年4月1日 11年（リース終了後5年） 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 出勤簿 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　物品請求及び管理書　少額資産② 調達グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　医薬品（政調・一般）1 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　医薬品（随契）1 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　医薬品（随契）2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　医薬品（随契）3 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　医薬品（随契）4 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　検査薬品（一般単・随契単）1 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　検査薬品（一般単・随契単）2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）1 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）3 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）4 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）5 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）6 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）7 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）8 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）9 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）10 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　オペラマスターに関する業務委託　外 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
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2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　液体酸素　外 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　歯科材料 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　事務用品（物流システム分） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度即支出決議書　医療器機賃借料 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成31年度　医学部附属病院内物流管理、薬剤搬送及び洗浄・滅菌業務 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　下期　医薬品（一般競争） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成31年度　上期　医薬品（一般競争） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成31年度　医薬品（政府調達） 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成31年度　液体酸素　契約伺 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成31年度　検査試薬　契約伺 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成31年度　ＲＩ医薬品　契約伺 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成31年度　血液製剤　契約伺 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度検査材料等審査委員会 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度医療材料審査委員会第1回～第3回 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度医療材料審査委員会第4回～第6回 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度医療材料審査委員会第7回～第9回 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度医療材料審査委員会第10回～第12回 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　1 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　2 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　3 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　4 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　5 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　6 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　7 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　8 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　9 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　10 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　11 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　12 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　13 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　14 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　15 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 9年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　16 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 16年 2035年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　17 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 13年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　18 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 9年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　19 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 9年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　20 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 13年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　21 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 9年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　22 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 9年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　23 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　24 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　25 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 16年 2035年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　26 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　27 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　28 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 9年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　29 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　30 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　31 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　32 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　33 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　34 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　35 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　36 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　37 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 9年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　38 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　39 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度契約伺　40 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度支出決議書　1-39 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査・統計 平成30年度PRTR・多量排出事業所等報告 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度医療機器安全管理専門委員会 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度文書綴 経理課挾間調達室長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）総括業務関係 経理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）即支出決議書（長期借入金返済，国債等購入） 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書1 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書2 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書3 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書4 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書5 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書6 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書7 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書8 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書9 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書10 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書11 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書12 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書13 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書14 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書15 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書16 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書17 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書18 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書19 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書20 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書21 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書22 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書23 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書24 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書25 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書26 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書27 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書28 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書29 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書30 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書31 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書32 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書33 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書34 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書35 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書36 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書37 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書38 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書39 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書40 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書41 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書42 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書43 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書44 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書45 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書46 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書47 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書48 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書49 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書50 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書51 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書52 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書53 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書54 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書55 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書56 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書57 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書58 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書59 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書60 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書61 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書62 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書63 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書64 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書65 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書66 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書67 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書68 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書69 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書70 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書71 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書72 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書73 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書74 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書75 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書76 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書77 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書78 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書79 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書80 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書81 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）旅費決議書82 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書1 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書2 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書3 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書4 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書5 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書6 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書7 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書8 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書9 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書10 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書11 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書12 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書13 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書14 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書15 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書16 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書17 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書18 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書19 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書20 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書21 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書22 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書23 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書24 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書25 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書26 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書27 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）謝金決議書28 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）返還・返納①　決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）返還・返納②　決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）その他　決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）修正伝票(振替伝票） 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　学生寮借入金償還　決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　科学研究費分担金の配分　決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　奨学金（久保基金）支給　決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　奨学金（久保基金以外）支給　決議書① 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　奨学金（久保基金以外）支給　決議書② 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　治験参加に伴う被験者負担軽減費支給 決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　診療過誤納払戻　決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　附属学校　日本スポーツ振興センター給付金　特別支 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　学内施設使用に伴う予算配分　決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　検定料返還　決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　発明等に係る相当の利益の支給　決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度（2019年度）　学生寄宿舎における一時金の返還　決議書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺1-78 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 統括 統括 令和元年度保険事故報告書 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度決議書年間契約　1-48 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（４月)　1-6 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（４月)　1 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（５月)　1-5 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（５月)　1-3 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（６月)　1-6 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（６月)　1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（７月)　1-6 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（７月)　1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（８月)　1-5 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（８月)　1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（９月)　1-5 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（９月)　1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（10月)　1-5 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（10月)　1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（11月)　1-5 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
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2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（11月)　1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（12月)　1-6 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（12月) 1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（１月)　1-5 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（１月)　1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（２月)　1-5 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（２月)　1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（３月)　1-7 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書　立替払（３月)　1 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（預り金） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（寄付金）　1-12 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（受託研究）　1-20 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（科研費）　1-28 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（科研費）　立替払　1-4 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（補助金）1-3 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（肝炎） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（がん） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（厚労科研） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度支出決定決議書（医学部） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度支出決定決議書（附属病院） 　1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度支出決定決議書（前金払） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度即支出決議書（修正伝票）1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成23・24・25・26・27・28・29・30・31年度物品無償譲受契約関係 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成23・24・25・26・27・28・29・30・31年度寄附物品採納伺 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度貸付契約綴 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度債権発生 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成31年度不用決定伺 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成31年度固定資産（動産等）実査報告書（物品検査書） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成31年度備品・資産（運営費交付金・授業料等収入）1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成31年度備品・資産（診療関連収入等）1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成31年度備品・資産（受託研究費等）1-2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成31年度備品・資産（寄付金） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成31年度備品・資産（補助金等・目的積立金） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成31年度備品・資産（管理消耗品） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度契約①（300万超）1-12 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度契約②（500万超）1-7 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度契約③（年間）役務等1-6 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約④（政調）プレハブ賃貸借 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約⑤（政調）洗浄システム一式 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第三係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺1 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺3 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺4 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺5 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺6 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺7 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺8 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺9 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 11年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺10 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 9年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺11 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺12 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺13 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 11年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺14 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺15 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺16 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 9年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺17 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺18 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺19 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺20 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺21 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺22 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺23 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺24 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺25 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺26 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺27 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺28 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺29 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺30 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
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2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺31 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺32 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺33 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺34 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度契約伺35 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度支出決議書　1-39 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査・統計 令和元年度PRTR・多量排出事業所等報告 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　ＦＢ　No.1 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成3１年度出金伝票　ＦＢ　No.2 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　ＦＢ　No.3 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　ＦＢ　No.4 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　ＦＢ　No.5 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　ＦＢ　No.6 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　ＦＢ　No.7 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　ＦＢ　No.8 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　現金① 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　現金② 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　引落① 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　引落② 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度出金伝票　外国送金 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度手数料　郵便局　外 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度手数料　大分銀行　No.1 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度手数料　大分銀行　No.2 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債主登録申請書① 支出係 2020年04月01日 水曜日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債主登録申請書② 支出係 2020年04月01日 水曜日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債主登録申請書③ 支出係 2020年04月01日 水曜日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債主登録申請書④ 支出係 2020年04月01日 水曜日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債主登録申請書⑤ 支出係 2020年04月01日 水曜日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債主登録申請書⑥ 支出係 2020年04月01日 水曜日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債主登録申請書⑦ 支出係 2020年04月01日 水曜日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債主登録申請書⑧ 支出係 2020年04月01日 水曜日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度科研収支簿 支出係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度預金口座振替依頼書（銀行） 収入係 2020年04月01日 水曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度預金口座振替依頼書（〒） 収入係 2020年04月01日 水曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債主登録 収入係 2020年04月01日 水曜日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入決議書／収入契約決議書綴・受託実習～物品貸付 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入契約決議書綴・治験 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入契約決議書綴・研究事業～自動車整理料 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入契約決議書綴・寄附金① 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入契約決議書綴・寄附金② 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度・運営費交付金・附属病院収入・久保基金・各種補助金・環境省補助 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度・科研費補助金・科研費助成金・厚生労働科研費・授業料口座 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度・王子キャンパス（現金）・支払口座・教員免許講習料・修正伝票 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度検定料（銀行） 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度検定料（〒） 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度入学料（銀行） 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度入学料（〒） 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度寄附金（銀行）① 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度寄附金（銀行）② 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度寄附金（三井住友・〒・修学支援事業基金） 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度その他（銀行）① 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度その他（銀行）② 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度その他（銀行）③ 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度その他（〒）① 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度その他（〒）② 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度経営管理課（現金） 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度医学分館（現金） 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度その他（現金）① 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度その他（現金）② 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入決議書/国際交流会館・医学部外国人客員研究員等宿泊施設 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入決議書／経理係関係・その他の戻入 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入決議書・収入契約決議書／受託事業・受託研究・特許 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入契約決議書／共同研究 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入決議書・収入契約決議書／不動産貸付 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入契約決議書／職員宿舎 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入決議書／文献複写料・保育料 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度収入契約決議書（調達、心理教育、キャリア支援課、教育実習生、不 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債権通知書・国際交流会館・留学生寄宿舎・職員宿舎・なかよし保育 収入係 2020年04月01日 水曜日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度領収済報告書（教育）① 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度領収済報告書（教育）② 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度領収済報告書（教育）③ 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度領収済報告書（教育）④ 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度領収済報告書（分館） 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度領収済報告書（経営管理課） 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度領収済報告書（図書館） 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度領収済報告書（留学生係/収入・支出係/王子キャンパス/学生支援 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度領収済報告書（業務支援室）① 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度領収済報告書（業務支援室）② 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度領収済報告書（業務支援室）③ 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債権発生通知書挾間キャンパス 収入係 2020年04月01日 水曜日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度債権発生通知書旦野原キャンパス 収入係 2020年04月01日 水曜日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度取引照会・授業料 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度取引照会・検定料 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度取引照会・附属病院収入 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度取引照会・寄附金・三井住友銀行・修学支援事業基金 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度取引照会・その他 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度取引照会・経営管理課・医学分館 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度取引照会・入学料 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度取引照会・教員免許更新料～久保基金 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度払込取扱票・授業料　銀行 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度払込取扱票・その他　銀行 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度払込取扱票・検定料　銀行 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度払込取扱票・寄附金　修学支援基金　銀行 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度払込取扱票・入学料　銀行 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度払込取扱票・授業料　〒 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度払込取扱票・その他　〒 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度払込取扱票・検定料　〒 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度払込取扱票・寄附金　修学支援基金　〒 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度払込取扱票・入学料　〒 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度振替払込受付証明書① 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度振替払込受付証明書② 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度振替払込受付証明書③ 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度振替払込受付証明書④ 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度入学生保証書 収入係 2020年04月01日 水曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　授業料・入学料（授業料債権通知書） 収入係 2020年04月01日 水曜日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　授業料・入学料（決議書） 収入係 2020年04月01日 水曜日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　授業料　請求・払込データ 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　授業料　請求・払込データ② 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　授業料・入学料学生支援課通知 収入係 2020年04月01日 水曜日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　過誤納返金 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　月締め　1 収入係 2020年04月01日 水曜日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　月締め　2 収入係 2020年04月01日 水曜日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　証明書発行 収入係 2020年04月01日 水曜日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　調査・回答　等 収入係 2020年04月01日 水曜日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　契約保証金（保証証書）預かり書 収入係 2020年04月01日 水曜日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　事務委託預り金月次報告 収入係 2020年04月01日 水曜日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度　収入計画 収入係 2020年04月01日 水曜日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度取引照会（控）1 収入係 2020年04月01日 水曜日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度取引照会（控）2 収入係 2020年04月01日 水曜日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度取引照会（控）3 収入係 2020年04月01日 水曜日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度運営費交付金関係 収入係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度資金移動関係 収入係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度振替伝票（資金移動）・その他 収入係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 旦野原キャンパス建物清掃等作業請負 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　　４-７月分　清掃実績報告書 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　　８-９月分　清掃実績報告書 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　　１０-３月分　清掃実績報告書 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 職員健康診断及び特殊健康診断　入札関係綴 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 学生定期健康診断　入札関係綴 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 ゴミ（可燃）の排出量（平成３１年度） 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度  旅行伺，命令簿，報告書 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 官公需に関する文書 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　環境物品等の調達及び環境配慮契約の概要等 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　政府調達セミナー及び政府調達実施状況に関する報告 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 省エネルギー対策関係 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度  障害者就労支援施設等からの物品等の調達実績 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　官報公告原稿 調達グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　回答・調査等 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　勤務状況管理簿 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　タクシーチケット利用報告書 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度  九州地区国立大学法人間における物品等の共同調達について 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　アルコールに関する報告・届出 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度  液体窒素使用簿 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　データ通信・携帯電話・固定電話関係 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 物品等の三校共同調達契約 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 入札関係綴　大分大学王子キャンパスで使用する電気（高圧）　契約電力３２５ｋｗ 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 債権発生通知書　（電気料） 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　運行日誌 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ａ　清掃 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　１ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　２ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｃ　燃料 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｅ　車両関係　１ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｅ　車両関係　２ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｆ　検診・検査 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｇ　警備・管理 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｈ　業務委託　 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｊ　保守 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｋ　支援 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｌ　人材派遣 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｍ　リース　１ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｍ　リース　２ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｎ　賃貸借 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｏ　複写機保守 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　リコー① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　リコー② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　富士ゼロックス① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　富士ゼロックス② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｐ　メール・宅急便　 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　１（単価契約分） 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　２（単価契約分） 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　３（単価契約分） 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　４（単価契約分） 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　５（コピー用紙） 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　５（トイレットペーパー） 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｓ　追新聞 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｓ　定期刊行物（雑誌・つい六） 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｔ　電話 １ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｔ　電話 ２ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｔ　電話 ３ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｔ　郵便料 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｕ　電気料金 １ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｕ　電気料金 ２ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｕ　上下水道 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｕ　ガス料金 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出るまで永久保存 調達グループ 2020年4月1日 すべての結果確定から7年 確定するまで保存 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出たので通常保存　１ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出たので通常保存　2 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｘ　その他 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｙ　前払決議書 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｚ　修正伝票 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　年間契約　Ｚ　振替伝票 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　４月支払分 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　５月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　５月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　５月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　５月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　６月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　６月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　６月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　６月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　６月支払分　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　７月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　７月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　７月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　７月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　７月支払分　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　８月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　８月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　８月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　８月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　８月支払分　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　８月支払分　⑥ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　９月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　９月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　９月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　９月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１０月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１０月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１０月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１０月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１０月支払分　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１１月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１１月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１１月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１１月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１１月支払分　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１２月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１２月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１２月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１２月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１２月支払分　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　１月支払分　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　２月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　２月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　２月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　２月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　２月支払分　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　２月支払分　⑥ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　２月支払分　⑦ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　３月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　３月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　３月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　３月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　３月支払分　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　３月支払分　⑥ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　３月支払分　⑦ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　４月支払分　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　４月支払分　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　４月支払分　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　４月支払分　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　４月支払分　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　４月支払分　⑥ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　４月支払分　⑦ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　４月支払分　⑧ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　共同研究　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　共同研究　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　共同研究　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　共同研究　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　共同研究　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　共同研究　⑥ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　受託研究　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　受託研究　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　受託研究　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　受託研究　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　受託事業　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　受託事業　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科研費　　厚労科研費　厚労石井 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　① 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　② 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　③ 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
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国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　④ 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑥ 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑦ 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑧ 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ ① 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　② 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　③ 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　④ 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ａ　① 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ａ　② 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　① 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　② 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　科学研究費補助金　奨励 調達グループ 2020年4月1日 補助事業期間終了後５年 2030年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　寄付金　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　寄付金　② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　寄付金　③ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　寄付金　④ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　寄付金　⑤ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　寄付金　⑥ 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　支払決議書　補助金　① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 倉庫 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　物品請求及び管理書　少額資産① 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　物品請求及び管理書　少額資産② 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　物品請求及び管理書　管理消耗品 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　物品請求及び管理書　科研寄附 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　物品請求及び管理書　受託研究費・共同研究費・受託事業費 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　物品請求及び管理書　固定資産・補助金・施設整備費・その他 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　物品請求及び管理書　科研費 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　廃棄物品明細書等 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　資産関係振替伝票　除去・寄付・管理部門変更 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　物品使用簿・資産番号票 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　物品関係（寄附・譲渡・その他） 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 減損実査・固定資産実査・少額資産、管理消耗品実査 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 科研費・補助金・受託事業（契約締結・立替決定通知） 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　契約伺　1/7 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　契約伺　2/7 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　契約伺　3/7 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　契約伺　4/7 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　契約伺　5/7 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　契約伺　6/7 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　契約伺　7/7 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」に基づく平成30年度の調達実績 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 「国等による障碍者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく平成30年度の調達実績 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 政府調達セミナー及び政府調達実施状況に関する報告 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元（2019）年度　水道料関係 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 内部規則の改正 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 事務用パソコンリース　８６台 調達グループ 2025年4月1日 11年（リース終了後5年） 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 情報入出力運用支援サービス 調達グループ 2020年4月1日 5年（契約期間満から保存開始） 2030年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 入札関係綴　教育学部付属小学校厨房設備機器 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 入札関係綴　顕微レーザーラマン分光装置　CCD検出器及びミラー交換修理　一式 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 入札関係綴　波長分散傾向X線分析装置 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 ファイアーウォールシステム 調達グループ 2020年4月1日 5年（リース終了後） 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 収入契約決議書① 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 収入契約決議書② 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 決議書悦支払予定一覧表 調達グループ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 大分大学教育学部附属学校警備業務請負 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 休暇簿・休日の振替等 調達グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 時間外勤務命令簿 調達グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 毎月勤労統計調査・病欠欠勤等状況調査 調達グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 出勤簿 調達グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度医療機器安全管理専門委員会 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書綴 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度検査材料等審査委員会 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度検査材料等審査委員会 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度医療材料審査委員会第1回～第6回 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度医療材料審査委員会第7回～第12回 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和2年度　医薬品（政府調達） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和2年度　液体酸素　契約伺 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
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2019年度 会計 契約 契約 令和2年度　検査試薬　契約伺 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和2年度　ＲＩ医薬品　契約伺 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和2年度　血液製剤　契約伺 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度　下期　医薬品（一般競争） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和2年度　上期　医薬品（一般競争） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和2年度　医学部附属病院内物流管理、薬剤搬送及び洗浄・滅菌業務 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　医薬品（政調・一般）1 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　医薬品（随契）1 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　医薬品（随契）2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　医薬品（随契）3 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　医薬品（随契）4 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　検査薬品（一般単・随契単）1 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　検査薬品（一般単・随契単）2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）1 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）2 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）3 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）4 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）5 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）6 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）7 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）8 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）9 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）10 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　オペラマスターに関する業務委託　外 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　液体酸素　外 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　歯科材料 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　事務用品（物流システム分） 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 平成31年度即支出決議書　医療器機賃借料 経理課挾間調達室長 2020年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）総括業務関係 経理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）即支出決議書（長期借入金返済） 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書1 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書2 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書3 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書4 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書5 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書6 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書7 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書8 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書9 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書10 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書11 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書12 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書13 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書14 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書15 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書16 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書17 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）旅費決議書18 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書1 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書2 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書3 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書4 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書5 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書6 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書7 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書8 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書9 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書10 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書11 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書12 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書13 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書14 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書15 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書16 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書17 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書18 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書19 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書20 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書21 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）謝金決議書22 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）返還・返納①　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）返還・返納②　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）その他①　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）その他②　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）修正伝票(振替伝票） 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　学生寮借入金償還　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　科学研究費分担金の配分　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　奨学金（久保基金）支給　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　奨学金（久保基金以外）支給　決議書① 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　奨学金（久保基金以外）支給　決議書② 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　治験参加に伴う被験者負担軽減費支給 決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　診療過誤納払戻　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　附属学校　日本スポーツ振興センター給付金　特別支援 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　学内施設使用に伴う予算配分　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　検定料返還　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　発明等に係る相当の利益の支給　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度（2020年度）　学生寄宿舎における一時金の返還　決議書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺1-88 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2度契約伺　（政調）病院情報管理システム　　一式　（リース） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 統括 統括 令和2年度保険事故報告書 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度決議書年間契約　1-49 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（４月)　1-8 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（４月)　1 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（５月)　1-5 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（５月)　1-2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（６月)　1-6 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（６月)　1 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（７月)　1-5 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（７月)　1-2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（８月)　1-5 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（８月)　1-2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（９月)　1-5 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（９月)　1-2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（10月)　1-5 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（10月)　1-2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（11月)　1-5 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（11月)　1-3 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（12月)　1-7 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（12月) 1-2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（１月)　1-7 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（１月)　1-3 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（２月)　1-7 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（２月)　1-3 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（３月)　1-9 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　立替払（３月)　1-4 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（預り金） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（寄付金）　1-13 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（受託研究）　1-17 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（受託研究）　JICA 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（科研費）　1-29 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（科研費）　立替払　1-4 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（補助金） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（肝炎） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（がん） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（厚労科研） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄 各研究課題の保存期間に対応するため
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度支出決定決議書（医学部） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度支出決定決議書（附属病院） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度支出決定決議書（前金払） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書（修正伝票）1-4 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺1 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺3 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺4 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 9年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺5 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺6 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 9年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺7 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺8 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺9 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
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2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺10 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 9年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺11 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 12年 2033年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺12 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺13 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺14 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺15 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺16 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 11年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺17 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺18 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 11年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺19 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 12年 2033年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺20 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺21 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺22 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺23 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺24 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺25 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺26 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺27 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺28 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 12年 2033年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺29 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 12年 2033年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺30 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 9年 2030年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺31 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺32 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺33 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺34 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺35 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺36 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺37 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺38 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺39 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約伺40 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度支出決議書　1-43 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査・統計 令和2年度廃棄物処理関係報告等綴 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度医療機器安全管理専門委員会 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書綴 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 平成19年度～令和2年度保有資金管理台帳 収入・支出係 2021年04月01日 木曜日 期間終了後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　ＦＢ　No.1 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　ＦＢ　No.2 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　ＦＢ　No.3 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　ＦＢ　No.4 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　ＦＢ　No.5 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　ＦＢ　No.6 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　現金① 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　現金② 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　引落① 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　引落② 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　外国送金① 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度出金伝票　外国送金② 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度手数料　郵便局　外 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度手数料　大分銀行　No.1 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度手数料　大分銀行　No.2 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度債主登録申請書① 支出係 2021年04月01日 木曜日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度債主登録申請書② 支出係 2021年04月01日 木曜日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度債主登録申請書③ 支出係 2021年04月01日 木曜日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度債主登録申請書④ 支出係 2021年04月01日 木曜日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度債主登録申請書⑤ 支出係 2021年04月01日 木曜日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度債主登録申請書⑥ 支出係 2021年04月01日 木曜日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度債主登録申請書⑦ 支出係 2021年04月01日 木曜日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度債主登録申請書⑧ 支出係 2021年04月01日 木曜日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度現住所・氏名等確認票 支出係 2021年04月01日 木曜日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度科研収支簿 支出係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度預金口座振替依頼書（銀行） 収入係 2021年04月01日 木曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度預金口座振替依頼書（〒） 収入係 2021年04月01日 木曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度債主登録 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度収入決議書／収入契約決議書綴・受託実習～物品貸付 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度収入契約決議書綴・治験 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度収入契約決議書綴・研究事業～自動車整理料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度収入契約決議書綴・寄附金① 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度収入契約決議書綴・寄附金② 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度・運営費交付金・附属病院収入・久保基金・各種補助金・環境省補助 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度・科研費補助金・科研費助成金・厚生労働科研費・授業料口座 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度・王子キャンパス（現金）・支払口座・教員免許講習料・修正伝票 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度検定料（銀行）（〒） 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度入学料（銀行）（〒） 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度寄附金（銀行）① 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度寄附金（銀行）② 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度寄附金（三井住友・〒・修学支援事業基金） 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度その他（銀行）① 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度その他（銀行）② 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度その他（〒）① 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度その他（〒）② 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度経営管理課（現金） 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度医学分館（現金） 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度その他（現金）① 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度その他（現金）② 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度収入決議書/国際交流会館・医学部外国人客員研究員等宿泊施設 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度収入決議書／経理係関係・その他の戻入 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度収入決議書・収入契約決議書／受託事業・受託研究・特許 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度収入契約決議書／共同研究・研究コンサルティング料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度収入決議書・収入契約決議書／不動産貸付 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度収入決議書・職員宿舎 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度収入決議書／文献複写料・保育料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度収入契約決議書（調達、心理教育、キャリア支援課、教育実習生、不 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度債権通知書・国際交流会館・留学生寄宿舎・職員宿舎・なかよし保育 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度領収済報告書（心理教育相談　福祉健康科学研究科）① 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度領収済報告書（心理教育相談　福祉健康科学研究科）② 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度領収済報告書（心理教育相談　福祉健康科学研究科）③ 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度領収済報告書（心理教育相談　福祉健康科学研究科）④ 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度領収済報告書（分館）・（経営管理課） 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度領収済報告書（図書館） 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度領収済報告書（留学生係/収入・支出係/王子キャンパス/学生支援 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度領収済報告書（自動車整理料　業務支援室）① 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度領収済報告書（自動車整理料　業務支援室）② 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度領収済報告書（自動車整理料　業務支援室）③ 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度インフルエンザ予防接種領収証 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度債権発生通知書挾間キャンパス 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度債権発生通知書旦野原キャンパス 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度取引照会・授業料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度取引照会・検定料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度取引照会・附属病院収入 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度取引照会・寄附金・三井住友銀行・修学支援事業基金 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度取引照会・その他 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度取引照会・経営管理課・医学分館 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度取引照会・入学料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度取引照会・教員免許更新料～久保基金 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度払込取扱票・授業料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度払込取扱票・その他 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度払込取扱票・検定料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度払込取扱票・寄附金　修学支援基金 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度払込取扱票・入学料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度払込取扱票（振込通知書）　授業料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度払込取扱票（振込通知書）　その他 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度払込取扱票（振込通知書）検定料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度払込取扱票（振込通知書）寄附金　修学支援基金 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度払込取扱票（振込通知書）入学料 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度振替払込受付証明書 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度授業料収納確認一覧 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度入学生保証書 収入係 2021年04月01日 木曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　授業料・入学料（授業料債権通知書） 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　授業料・入学料（決議書） 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　授業料　請求・払込データ 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　授業料　請求・払込データ② 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　授業料・入学料学生支援課通知 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　過誤納返金 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　月締め　1 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　月締め　2 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　証明書等発行 収入係 2021年04月01日 木曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　調査・回答　等 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　契約保証金（保証証書）預かり書 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　事務委託預り金月次報告 収入係 2021年04月01日 木曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　収入計画 収入係 2021年04月01日 木曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度取引照会（控）1 収入係 2021年04月01日 木曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度取引照会（控）2 収入係 2021年04月01日 木曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度取引照会（控）3 収入係 2021年04月01日 木曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度運営費交付金関係 収入係 2021年04月01日 木曜日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　研究資金立替審査１ 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度　研究資金立替審査２ 収入係 2021年04月01日 木曜日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度資金移動関係 収入係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和２年度振替伝票（資金移動）・その他 収入係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和２年度　謝金関係 収入係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 旦野原キャンパス建物清掃等作業請負 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　　４-７月分　清掃実績報告書 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　　８-９月分　清掃実績報告書 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　　１０-３月分　清掃実績報告書 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 入札執関係綴　大分大学経済学部棟講義室202号室机、椅子等　一式 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 職員健康診断及び特殊健康診断　入札関係綴 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 学生定期健康診断　入札関係綴 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 ゴミ（可燃）の排出量（令和2年度） 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度  旅行伺，命令簿，報告書 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 官公需に関する文書 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　環境物品等の調達及び環境配慮契約の概要等 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　政府調達セミナー及び政府調達実施状況に関する報告 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 省エネルギー対策関係 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度  障害者就労支援施設等からの物品等の調達実績 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　官報公告原稿 調達グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　回答・調査等 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　勤務状況管理簿 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　タクシーチケット利用報告書 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度  九州地区国立大学法人間における物品等の共同調達につい 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　アルコールに関する報告・届出 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度  液体窒素使用簿 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　データ通信・携帯電話・固定電話関係 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 物品等の三校共同調達契約 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 債権発生通知書　（電気料） 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　運行日誌 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ａ　清掃 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　１ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　２ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　３ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｃ　燃料 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｅ　車両関係　１ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｅ　車両関係　２ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｆ　検診・検査 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｇ　警備・管理  1 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｇ　警備・管理  2 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｈ　業務委託 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｊ　保守 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｋ　支援 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｌ　人材派遣 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｍ　リース　１ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｍ　リース　２ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｎ　賃貸借 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｏ　複写機保守 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　リコー① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　富士ゼロックス① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　富士ゼロックス② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　富士ゼロックス③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｐ　メール・宅急便 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　１（単価契約分） 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　２（単価契約分） 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　３（単価契約分） 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　５（コピー用紙） 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　５（トイレットペーパー） 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｓ　新聞 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｓ　定期刊行物（雑誌・追録） 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｔ　電話 １ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｔ　電話 ２ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｔ　電話 ３ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｔ　郵便料 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｕ　電気料金 １ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｕ　電気料金 ２ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｕ　上下水道 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｕ　ガス料金 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出るまで永久保存 調達グループ 2021年4月1日 すべての結果確定から7年 確定するまで保存 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出たので通常保存　１ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出たので通常保存　2 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｘ　その他 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｙ　前払決議書 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　1 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　2 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　年間契約　Ｚ　振替伝票 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　４月支払分 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　５月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　５月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　５月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　５月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　５月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　６月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　６月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　６月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　６月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　６月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　７月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　７月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　７月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　７月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　７月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　８月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　８月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　８月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　８月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　８月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　９月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　９月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　９月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　９月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　９月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１０月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１０月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１０月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１０月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１０月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１０月支払分　⑥ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１１月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１１月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１１月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１１月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１１月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１１月支払分　⑥ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１１月支払分　⑦ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１１月支払分　⑧ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１２月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１２月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１２月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１２月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１２月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１２月支払分　⑥ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１２月支払分　⑦ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１月支払分　⑥ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１月支払分　⑦ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　１月支払分　⑧ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　２月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　２月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　２月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　２月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　２月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　２月支払分　⑥ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　２月支払分　⑦ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　２月支払分　⑧ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　２月支払分　⑨ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　２月支払分　⑩ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　３月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　３月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　３月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　３月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　３月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　３月支払分　⑥ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　３月支払分　⑦ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　３月支払分　⑧ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　３月支払分　⑨ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　４月支払分　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　４月支払分　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　４月支払分　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　４月支払分　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　４月支払分　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　４月支払分　⑥ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　４月支払分　⑦ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　４月支払分　⑧ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　共同研究　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　共同研究　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　共同研究　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　共同研究　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　共同研究　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　共同研究　⑥ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　受託研究　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　受託研究　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　受託研究　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　受託研究　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　受託事業　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　受託事業　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科研費　　厚労科研費　厚労石井 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　① 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　② 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　③ 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　④ 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑥ 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑦ 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑧ 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ ① 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　② 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　③ 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　④ 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ａ　① 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ａ　② 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　① 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　② 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　科学研究費補助金　奨励 調達グループ 2021年4月1日 補助事業期間終了後５年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 支払決議書　施設整備費補助金 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 支払決議書　久保奨学基金 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　寄付金　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　寄付金　② 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　寄付金　③ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　寄付金　④ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　寄付金　⑤ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　寄付金　⑥ 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　支払決議書　補助金　① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　物品請求及び管理書　少額資産① 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　物品請求及び管理書　少額資産② 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　物品請求及び管理書　少額資産③ 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　物品請求及び管理書　少額資産④ 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　物品請求及び管理書　換金性消耗品① 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　物品請求及び管理書　換金性消耗品② 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　物品請求及び管理書　受託研究費・共同研究費・受託事業費 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　物品請求及び管理書　固定資産・補助金 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　物品請求及び管理書　科学研究費補助金 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　廃棄物品明細書等 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　資産関係振替伝票　除去・寄付・管理部門変更 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　物品使用簿・資産番号票 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　物品関係（寄附・譲渡・その他） 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 減損実査・固定資産実査・少額資産、管理消耗品実査 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 科研費・補助金・受託事業（契約締結・立替決定通知） 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　契約伺　1/10 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　契約伺　2/10 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　契約伺　3/10 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　契約伺　4/10 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　契約伺　5/10 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　契約伺　6/10 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　契約伺　7/10 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　契約伺　8/10 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　契約伺　9/10 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2（2020）年度　契約伺　10/10 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」に基づく 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 政府調達セミナー及び政府調達実施状況に関する報告 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度　水道料関係 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 事務用パソコンリース　７０台 調達グループ 2021年4月1日 11年（リース終了後5年） 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 収入契約決議書① 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 決議書支払予定一覧表 調達グループ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 大分大学教育学部附属学校警備業務請負 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 休暇簿・休日の振替等 調達グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 時間外勤務命令簿 調達グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 毎月勤労統計調査・病欠欠勤等状況調査 調達グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 出勤簿 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 大分大学学術情報拠点(図書館及び医学図書館)　業務請負　一式 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 入札関係綴　卓上型走査電子顕微鏡システム 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 九州地区共同調達関係 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 ハイスピードカメラ　一式 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 入札関係綴　ナノ秒波長可変レーザー　一式 調達グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 平成23・24・25・26・27・28・29・30・31・令和2年度物品無償譲受契約関係 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 平成23・24・25・26・27・28・29・30・31・令和2年度寄附物品採納伺 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度貸付契約綴 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度債権発生 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和2年度不用決定伺 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和2年度固定資産（動産等）実査報告書（物品検査書） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和2年度備品・資産（運営費交付金・授業料等収入） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和2年度備品・資産（診療関連収入等）1-2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和2年度備品・資産（受託研究費等） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和2年度備品・資産（寄付金） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和2年度備品・資産（補助金等・目的積立金）1-2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和2度備品・資産（管理消耗品） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約①（300万超）1-18 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約②（500万超）1-14 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約③（年間）役務等1-9 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2度契約④（政調）汎用超音波画像診断装置一式 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約⑤（政調）CTシステム一式 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度契約⑥（政調）高精度放射線治療システム一式 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度検査材料等審査委員会 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度医療材料審査委員会第1回～第6回 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度医療材料審査委員会第7回～第12回 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和3年度　医薬品（政府調達） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和3年度　液体酸素　契約伺 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和3年度　検査試薬　契約伺 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和3年度　ＲＩ医薬品　契約伺 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和3年度　血液製剤　契約伺 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和3年度　トランスデェユーサーアレイ　契約伺 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度　診療材料7～6月（一般競争） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度　下期　医薬品（一般競争） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
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2020年度 会計 契約 契約 令和3年度　上期　医薬品（一般競争） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和3年度　医学部附属病院内物流管理、薬剤搬送及び洗浄・滅菌業務 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　医薬品（政調・一般）1 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　医薬品（随契）1 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　医薬品（随契）2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　医薬品（随契）3 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　医薬品（随契）4 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　検査薬品（一般単・随契単）1 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　検査薬品（一般単・随契単）2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）1 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）2 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）3 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）4 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）5 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）6 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）7 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）8 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　オペラマスターに関する業務委託　外 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　液体酸素　外 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　歯科材料 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　事務用品（物流システム分） 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和2年度即支出決議書　医療器機賃借料 経理課挾間調達室長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）総括業務関係① 経理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）総括業務関係② 経理係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書1 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書2 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書3 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書4 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書5 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書6 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書7 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書8 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書9 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書10 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書11 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書12 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書13 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書14 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書15 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書16 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書17 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書18 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書19 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書20 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書21 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書22 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書23 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書24 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）旅費決議書25 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書1 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書2 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書3 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書4 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書5 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書6 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書7 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書8 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書9 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書10 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書11 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書12 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書13 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書14 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書15 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書16 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書17 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書18 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書19 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書20 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）謝金決議書21 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）返還・返納①　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）返還・返納②　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）その他①　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）その他②　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）修正伝票(振替伝票）① 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）修正伝票(振替伝票）② 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　学生寮借入金償還　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　科学研究費分担金の配分　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　奨学金（久保基金）支給　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　奨学金（久保基金以外）支給　決議書① 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　治験参加に伴う被験者負担軽減費支給 決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　診療過誤納払戻　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　附属学校　日本スポーツ振興センター給付金　特別支援
教育就学奨励交付金　決議書

経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　学内施設使用に伴う予算配分　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　検定料返還　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　発明等に係る相当の利益の支給　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　学生寄宿舎における一時金の返還　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度（2021年度）　長期借入金返済，国債等購入　決議書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 入札関係綴　旦野原キャンパス建物清掃等作業請負 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　　４-７月分　清掃実績報告書 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　　８-９月分　清掃実績報告書 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　　１０-３月分　清掃実績報告書 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 大分大学本部管理棟第一会議室会議用机・椅子　一式 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 職員健康診断及び特殊健康診断　入札関係綴 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 学生定期健康診断　入札関係綴 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 ゴミ（可燃）の排出量（令和3年度） 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度  旅行伺，命令簿，報告書 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 官公需に関する文書 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　環境物品等の調達及び環境配慮契約の概要等 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　政府調達セミナー及び政府調達実施状況に関する報告 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 省エネルギー対策関係 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度  障害者就労支援施設等からの物品等の調達実績 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　官報公告原稿 調達グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　回答・調査等 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　勤務状況管理簿 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　タクシーチケット利用報告書 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度  九州地区国立大学法人間における物品等の共同調達につい 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　アルコールに関する報告・届出 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度  液体窒素使用簿 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　データ通信・携帯電話・固定電話関係 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 物品等の三校共同調達契約 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 債権発生通知書　（電気料） 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　運行日誌 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ａ　清掃 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　１ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｂ　廃棄物　２ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｃ　燃料 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｅ　車両関係　１ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｅ　車両関係　２ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｆ　検診・検査 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｇ　警備・管理  1 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｇ　警備・管理  2 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｈ　業務委託 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｊ　保守 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｋ　支援 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｌ　人材派遣 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｍ　リース　１ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｍ　リース　２ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｎ　賃貸借 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｏ　複写機保守 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　リコー① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　富士ゼロックス① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　富士ゼロックス② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｏ　複写機賃借　富士ゼロックス③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｐ　メール・宅急便 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　１（単価契約分） 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　２（単価契約分） 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　３（単価契約分） 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　４（コピー用紙） 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　５（コピー用紙） 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｒ　消耗品　５（トイレットペーパー） 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｓ　新聞 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｓ　定期刊行物（雑誌・追録） 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｔ　電話 １ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｔ　電話 ２ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｔ　電話 ３ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｔ　郵便料 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｕ　電気料金 １ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｕ　電気料金 ２ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｕ　上下水道 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｕ　ガス料金 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出るまで永久保存 調達グループ 2022年4月1日 すべての結果確定から7年 確定するまで保存 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出たので通常保存　１ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｖ　特許関連　審査結果が出たので通常保存　2 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｘ　その他 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｙ　前払決議書 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　1 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｚ　修正伝票　2 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　年間契約　Ｚ　振替伝票 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　４月支払分 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　５月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　５月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　５月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　５月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　５月支払分　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　５月支払分　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　６月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　６月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　６月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　６月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　６月支払分　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　６月支払分　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　７月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　７月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　７月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　７月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　７月支払分　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　７月支払分　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　８月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　８月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　８月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　８月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　８月支払分　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　８月支払分　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　９月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　９月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　９月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　９月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　９月支払分　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　９月支払分　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１０月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１０月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１０月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１０月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１０月支払分　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１０月支払分　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１１月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１１月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１１月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１１月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１１月支払分　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１１月支払分　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１１月支払分　⑦ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１１月支払分　⑧ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１２月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１２月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１２月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１２月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１２月支払分　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１２月支払分　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１２月支払分　⑦ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１２月支払分　⑧ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１月支払分　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１月支払分　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１月支払分　⑦ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１月支払分　⑧ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１月支払分　⑨ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　１月支払分　⑩ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　２月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　２月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　２月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　２月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　２月支払分　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　２月支払分　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　２月支払分　⑦ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　２月支払分　⑧ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　２月支払分　⑨ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　２月支払分　⑩ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　２月支払分　⑪ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　３月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　３月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　３月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　３月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　３月支払分　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　３月支払分　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　３月支払分　⑦ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　３月支払分　⑧ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　４月支払分　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　４月支払分　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　４月支払分　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　４月支払分　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　共同研究　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　共同研究　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　共同研究　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　共同研究　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　共同研究　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　共同研究　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　受託研究　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　受託研究　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　受託研究　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　受託研究　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　受託研究　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　受託研究　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　受託事業　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　受託事業　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　受託事業　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　① 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　② 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　③ 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　④ 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑥ 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｃ　⑦ 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ ① 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　② 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　③ 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　④ 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ｂ　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　基盤Ａ　① 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　① 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　若手Ｂ　② 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　萌芽 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　科学研究費補助金　奨励 調達グループ 2022年4月1日 補助事業期間終了後５年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 支払決議書　施設整備費補助金 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 支払決議書　久保奨学基金 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　寄付金　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　寄付金　② 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　寄付金　③ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　寄付金　④ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　寄付金　⑤ 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　支払決議書　補助金　① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品請求及び管理書　少額資産① 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品請求及び管理書　少額資産② 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品請求及び管理書　少額資産③ 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品請求及び管理書　少額資産④ 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品請求及び管理書　換金性消耗品① 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品請求及び管理書　換金性消耗品② 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品請求及び管理書　受託研究費・共同研究費・受託事業費 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品請求及び管理書　受託研究費・共同研究費・受託事業費 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品請求及び管理書　固定資産・補助金 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品請求及び管理書　科学研究費補助金① 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品請求及び管理書　科学研究費補助金② 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　廃棄物品明細書等 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　資産関係振替伝票　除去・寄付・管理部門変更 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品使用簿・資産番号票 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　物品関係（寄附・譲渡・その他） 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 減損実査・固定資産実査・少額資産、管理消耗品実査 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 科研費・補助金・受託事業（契約締結・立替決定通知） 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　契約伺　1/10 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　契約伺　2/10 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　契約伺　3/10 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　契約伺　4/10 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　契約伺　5/10 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　契約伺　6/10 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　契約伺　7/10 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　契約伺　8/10 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　契約伺　9/10 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3（2021）年度　契約伺　10/10 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」に基づく 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 政府調達セミナー及び政府調達実施状況に関する報告 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　水道料関係 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 事務用パソコンリース　７６台 調達グループ 2022年4月1日 11年（リース終了後5年） 2033年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 収入契約決議書① 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 決議書支払予定一覧表 調達グループ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 休暇簿・休日の振替等 調達グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 時間外勤務命令簿 調達グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 毎月勤労統計調査・病欠欠勤等状況調査 調達グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 人事 勤務・表彰 勤務時間 出勤簿 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 入札関係綴　ナノ秒波長可変レーザー　一式 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 入札関係綴　IOT地震観測システム 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 入札関係綴　蒸気吸着等温線測定装置　一式 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 入札関係　学術情報ネットワーク（SINET6）接続用アクセス回線及びメディアコン 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 入札関係　マルチタッチディスプレイ　一式 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 入札関係綴　教育用電子計算機システム 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 入札関係　地域強靭化評価用基幹サーバシステム 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 入札関係　精密吸着等温線測定装置 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 入札関係　教育学部100号教室プロジェクター外　一式 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 入札関係　家族アセスメントソフトウェア開発業務　一式 調達グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺1-91 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3度契約伺　（政調）IP-PBX　　一式 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3度契約伺　（政調）血行動態モニタ　　一式 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3度契約伺　（政調）Ｗｅｂ会議システム　　一式 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 統括 統括 令和3年度保険事故報告書 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度決議書年間契約　1-51 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（４月)　1-7 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（４月)　1-2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（５月)　1-6 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（５月)　1-3 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（６月)　1-7 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（６月)　1-2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（７月)　1-5 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（７月)　1-2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（８月)　1-6 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（８月)　1-2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（９月)　1-6 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（９月)　1-2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（10月)　1-7 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（10月)　1-3 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（11月)　1-5 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（11月)　1-2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（12月)　1-6 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（12月) 1-2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（１月)　1-7 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（１月)　1-3 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（２月)　1-5 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（２月)　1-3 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（３月)　1-6 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　立替払（３月)　1-3 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（預り金） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（寄付金）　1-13 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（受託研究）　1-20 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（受託研究）　JICA 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（科研費）　1-23 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（科研費）　立替払　1-4 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（補助金） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（肝炎） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（がん） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（厚労科研） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度支出決定決議書（医学部） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度支出決定決議書（附属病院） 　1-3 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度支出決定決議書（前金払） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書（修正伝票）1-4 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第一係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺1 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺3 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺4 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺5 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺6 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺7 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺8 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺9 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺10 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺11 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺12 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 12年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺13 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺14 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺15 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺16 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺17 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺18 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺19 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺20 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺21 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺22 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺23 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 9年 2031年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺24 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺25 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺26 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺27 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 12年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺28 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 11年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺29 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺30 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺31 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺32 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺33 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺34 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺35 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺36 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
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2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺37 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺38 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺39 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺40 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺41 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺42 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺43 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺44 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺45 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺46 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺47 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約伺48 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 8年 ########## 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度支出決議書　1-45 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度支出決議書 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査・統計 令和3年度廃棄物処理関係報告等綴 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度医療機器安全管理専門委員会 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書綴 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室用度第二係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 平成23・24・25・26・27・28・29・30・31・令和2・3年度物品無償譲受契約関係 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 平成23・24・25・26・27・28・29・30・31・令和2・3年度寄附物品採納関係 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度貸付契約綴 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度債権発生 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度不用決定伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度不用決定伺② 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度不用決定伺　全品調査１ 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度不用決定伺　全品調査２ 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度不用決定伺　全品調査３ 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度不用決定伺　全品調査４ 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度不用決定伺　全品調査５ 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度固定資産（動産等）実査報告書（物品検査書） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度備品・資産（運営費交付金・授業料等収入）1-3 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度備品・資産（診療関連収入等）1-4 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度備品・資産（受託研究費等）1-2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度備品・資産（寄付金）1-2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度備品・資産（補助金等・目的積立金） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度備品・資産（借入金） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3度備品・資産（管理消耗品） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約①（300万超） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約②（300万超） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約③（300万超） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約④（300万超） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑤（300万超） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑥（300万超） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑦（1000万超） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑧（年間）役務等 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑨（年間）役務等 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑩（年間）役務等 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑪（政調）総合呼吸機能測定装置一式 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑫（政調）多目的IVR対応アンギオシステム一式 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑬（政調）高精度放射線治療計画装置一式 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑭（政調）ＮＢＣ災害対応設備一式 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑮（政調）ホルター心電図記録・解析システム一式 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑯（政調）冷凍手術器一式 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度契約⑰（政調）遠隔操作型内視鏡下手術システム一式 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第三係 経理課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度検査材料等審査委員会 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度医療材料審査委員会第1回～第6回 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度医療材料審査委員会第7回～第12回 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和4年度　医薬品（政府調達） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和4年度　液体酸素　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和4年度　検査試薬　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和4年度　ＲＩ医薬品　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和4年度　血液製剤　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和4年度　トランスデューサーアレイ　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　診療材料7～6月（一般競争） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　下期　医薬品（一般競争） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和4年度　上期　医薬品（一般競争） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和4年度　医学部附属病院内物流管理、薬剤搬送及び洗浄・滅菌業務 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　医薬品（政調・一般）1 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　医薬品（随契）1 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　医薬品（随契）2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
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大分類 中分類 小分類
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　医薬品（随契）3 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　医薬品（随契）4 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　検査薬品（一般単・随契単）1 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　検査薬品（一般単・随契単）2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）1 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）2 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）3 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）4 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）5 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）6 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）7 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　診療材料（一般単・随契単）8 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　オペラマスターに関する業務委託　外 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　液体酸素　外 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　歯科材料 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　事務用品（物流システム分） 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度即支出決議書　医療器機賃借料 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　長時間脳波ビデオモニタリング用脳波計　一式　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　血管内カテーテル治療トレーニング用シミュレータ　一式　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　過酸化水素低温プラズマ滅菌装置　一式　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　シングルセル解析装置　一式　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　BUNGO2020プリンタ消耗品　インクパック　外　合計25品目　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　生体情報モニタシステム　一式　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　白内障手術装置　一式　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　電動ベッド　一式　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　次世代シーケンサー　一式　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　胸腔鏡カメラシステム　一式　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和3年度　終夜睡眠ポリグラフシステム　一式　契約伺 経理課挾間調達室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課挾間調達室物流管理係 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　ＦＢ　No.1 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　ＦＢ　No.2 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　ＦＢ　No.3 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　ＦＢ　No.4 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　ＦＢ　No.5 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　ＦＢ　No.6 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　ＦＢ　No.7 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　現金① 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　現金② 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　引落① 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　引落② 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　外国送金① 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度出金伝票　外国送金② 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度手数料　郵便局　外 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度手数料　大分銀行　No.1 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度手数料　大分銀行　No.2 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度債主登録申請書① 支出係 2022年04月01日 金曜日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度債主登録申請書② 支出係 2022年04月01日 金曜日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度債主登録申請書③ 支出係 2022年04月01日 金曜日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度債主登録申請書④ 支出係 2022年04月01日 金曜日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度債主登録申請書⑤ 支出係 2022年04月01日 金曜日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度債主登録申請書⑥ 支出係 2022年04月01日 金曜日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度債主登録申請書⑦ 支出係 2022年04月01日 金曜日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度現住所・氏名等確認票 支出係 2022年04月01日 金曜日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度預金口座振替依頼書（銀行） 収入係 2022年04月01日 金曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度預金口座振替依頼書（〒） 収入係 2022年04月01日 金曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度債主登録 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度収入決議書／収入契約決議書綴・受託実習～物品貸付① 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度収入決議書／収入契約決議書綴・受託実習～物品貸付② 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度収入契約決議書綴・治験 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度収入契約決議書綴・研究事業～自動車整理料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度収入契約決議書綴・寄附金① 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度収入契約決議書綴・寄附金② 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理
令和3年度・運営費交付金・附属病院収入・久保基金・各種補助金・大学改革推進
事業

収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度・科研費補助金・科研費助成金・厚生労働科研費・授業料口座 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度・王子キャンパス（現金）・教員免許講習料・修正伝票・ダミー消込 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度検定料（銀行）（〒） 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度入学料（銀行）（〒） 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度寄附金（銀行）① 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度寄附金（銀行）② 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2021年度 会計 資金管理 資金管理
令和3年度寄附金（三井住友・〒・修学支援事業基金・医学部基金・大分大学基
金・理工学部支援基金）

収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度その他（銀行）① 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度その他（銀行）② 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度その他（〒） 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度経営戦略課（現金） 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度医学分館（現金） 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度その他（現金）① 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度その他（現金）② 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理
令和３年度収入決議書/医学部外国人客員研究員等宿泊施設・国際交流会館、
留学生寄宿舎料

収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度収入決議書／経理係関係・人事課・その他の戻入 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理
令和３年度収入決議書・収入契約決議書／受託事業・受託研究・特許・その他
（加工委託・負担金返還）

収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度収入契約決議書／共同研究・研究コンサルティング料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度収入決議書・収入契約決議書／不動産貸付・職員宿舎 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度収入決議書／文献複写料・保育料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理
令和３年度収入契約決議書（調達関係、延滞金、心理教育相談、教育実習生、研
究推進課、その他、不在者投票）

収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理
令和３年度債権通知書・国際交流会館・留学生寄宿舎・職員宿舎・なかよし保育
園・学生寮

収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度領収済報告書（心理教育相談　福祉健康科学研究科）① 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度領収済報告書（心理教育相談　福祉健康科学研究科）② 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度領収済報告書（分館）・（経営戦略課） 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度領収済報告書（図書館） 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令3年度領収済報告書（留学生係/収入・支出係/王子キャンパス/学生支援課） 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度領収済報告書（自動車整理料　業務支援室）① 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度領収済報告書（自動車整理料　業務支援室）② 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度インフルエンザ予防接種領収証（挟間キャンパス・旦の原キャンパス） 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度債権発生通知書挾間キャンパス 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度債権発生通知書旦野原キャンパス 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度取引照会・授業料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度取引照会・検定料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度取引照会・附属病院収入 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度取引照会・寄附金・三井住友銀行・修学支援事業基金 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度取引照会・その他 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度取引照会・経営戦略課・医学分館 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度取引照会・入学料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度取引照会・教員免許更新料～王子キャンパス 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度払込取扱票・授業料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度払込取扱票・その他 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度払込取扱票・検定料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度払込取扱票・寄附金　修学支援基金 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度払込取扱票・入学料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度払込取扱票（振込通知書）　授業料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度払込取扱票（振込通知書）　その他 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度払込取扱票（振込通知書）　検定料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度払込取扱票（振込通知書）　寄附金　修学支援基金 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度払込取扱票（振込通知書）　入学料 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度振替払込受付証明書 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理
令和３年度払込取扱票・寄附金　医学部支援基金　理工学部支援基金　修学支
援基金　大分大学基金

収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度入学生保証書 収入係 2022年04月01日 金曜日 対象学生卒業後5年 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　授業料・入学料（授業料債権通知書） 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　授業料・入学料（決議書） 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　授業料　請求・払込データ 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　授業料　請求・払込データ② 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　授業料・入学料学生支援課通知 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　過誤納返金 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度科研収支簿 支出係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　証明書発行 収入係 2022年04月01日 金曜日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　月締め　1 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　月締め　2 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　証明書等発行 収入係 2022年04月01日 金曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　調査・回答　等 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　契約保証金（保証証書）預かり書 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　事務委託預り金月次報告 収入係 2022年04月01日 金曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　収入計画 収入係 2022年04月01日 金曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
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2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度取引照会（控）1 収入係 2022年04月01日 金曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度取引照会（控）2 収入係 2022年04月01日 金曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度取引照会（控）3 収入係 2022年04月01日 金曜日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度運営費交付金関係 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　研究資金立替審査１ 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　研究資金立替審査２ 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度資金移動関係 収入係 2022年04月01日 金曜日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度振替伝票（資金移動）・その他 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和３年度　口座開設（大分銀行・ゆうちょ銀行）等、金融機関に係る諸手続 収入係 2022年04月01日 金曜日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和３年度　謝金関係 収入係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経理課 経理課長 廃棄
1973年度 会計 資産 不動産 昭和48年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1974年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1973年度 会計 資産 不動産 昭和48年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1974年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1973年度 会計 資産 不動産 昭和48年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1974年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1973年度 会計 資産 不動産 昭和48年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1974年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1973年度 会計 資産 不動産 昭和48年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1974年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1973年度 会計 資産 不動産 昭和48年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1974年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1973年度 会計 資産 不動産 昭和48年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1974年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1974年度 会計 資産 不動産 昭和49年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1975年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1974年度 会計 資産 不動産 昭和49年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1975年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1974年度 会計 資産 不動産 昭和49年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1975年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1974年度 会計 資産 不動産 昭和49年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1975年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1974年度 会計 資産 不動産 昭和49年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1975年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1974年度 会計 資産 不動産 昭和49年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1975年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1974年度 会計 資産 不動産 昭和49年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1975年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1975年度 会計 資産 不動産 昭和50年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1976年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1975年度 会計 資産 不動産 昭和50年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1976年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1975年度 会計 資産 不動産 昭和50年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1976年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1975年度 会計 資産 不動産 昭和50年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1976年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1975年度 会計 資産 不動産 昭和50年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1976年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1975年度 会計 資産 不動産 昭和50年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1976年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1975年度 会計 資産 不動産 昭和50年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1976年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 昭和51年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 昭和51年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 昭和51年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 昭和51年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 昭和51年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 昭和51年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 昭和51年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（大分医科大学A） 管財係 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（大分医科大学B） 管財係 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（大分医科大学C） 管財係 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（大分医科大学D） 管財係 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（大分医科大学E） 管財係 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（大分医科大学F） 管財係 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（大分医科大学G） 管財係 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1976年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（大分医科大学索引） 管財係 1977年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1977年度 会計 資産 不動産 昭和52年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1978年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1977年度 会計 資産 不動産 昭和52年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1978年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1977年度 会計 資産 不動産 昭和52年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1978年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1977年度 会計 資産 不動産 昭和52年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1978年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1977年度 会計 資産 不動産 昭和52年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1978年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1977年度 会計 資産 不動産 昭和52年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1978年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1977年度 会計 資産 不動産 昭和52年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1978年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1978年度 会計 資産 不動産 昭和53年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1979年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1978年度 会計 資産 不動産 昭和53年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1979年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1978年度 会計 資産 不動産 昭和53年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1979年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1978年度 会計 資産 不動産 昭和53年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1979年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1978年度 会計 資産 不動産 昭和53年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1979年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1978年度 会計 資産 不動産 昭和53年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1979年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1978年度 会計 資産 不動産 昭和53年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1979年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1978年度 会計 資産 不動産 寒田・敷戸・小野鶴宿舎関係文書 管財係 1979年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1979年度 会計 資産 不動産 昭和54年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1980年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1979年度 会計 資産 不動産 昭和54年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1980年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1979年度 会計 資産 不動産 昭和54年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1980年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1979年度 会計 資産 不動産 昭和54年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1980年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1979年度 会計 資産 不動産 昭和54年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1980年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1979年度 会計 資産 不動産 昭和54年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1980年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1979年度 会計 資産 不動産 昭和54年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1980年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1979年度 会計 資産 不動産 境界申請確認書 管財係 1980年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
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1980年度 会計 資産 不動産 昭和55年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 昭和55年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 昭和55年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 昭和55年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 昭和55年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 昭和55年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 昭和55年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（附属病院O） 管財係 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（附属病院P） 管財係 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（附属病院Q） 管財係 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（附属病院R） 管財係 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（附属病院S） 管財係 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（看護婦宿舎） 管財係 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（挾間宿舎） 管財係 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1980年度 会計 資産 不動産 国有財産台帳（附属病院索引） 管財係 1981年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1981年度 会計 資産 不動産 昭和56年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1982年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1981年度 会計 資産 不動産 昭和56年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1982年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1981年度 会計 資産 不動産 昭和56年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1982年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1981年度 会計 資産 不動産 昭和56年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1982年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1981年度 会計 資産 不動産 昭和56年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1982年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1981年度 会計 資産 不動産 昭和56年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1982年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1981年度 会計 資産 不動産 昭和56年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1982年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1981年度 会計 資産 不動産 国有財産寄付受入関係（昭和56年～） 管財係 1982年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1981年度 会計 資産 不動産 無料宿舎指定台帳（無料宿舎貸与指定協議関係） 管財係 1982年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1982年度 会計 資産 不動産 昭和57年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1983年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1982年度 会計 資産 不動産 昭和57年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1983年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1982年度 会計 資産 不動産 昭和57年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1983年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1982年度 会計 資産 不動産 昭和57年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1983年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1982年度 会計 資産 不動産 昭和57年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1983年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1982年度 会計 資産 不動産 昭和57年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1983年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1982年度 会計 資産 不動産 昭和57年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1983年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1983年度 会計 資産 不動産 昭和58年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1984年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1983年度 会計 資産 不動産 昭和58年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1984年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1983年度 会計 資産 不動産 昭和58年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1984年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1983年度 会計 資産 不動産 昭和58年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1984年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1983年度 会計 資産 不動産 昭和58年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1984年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1983年度 会計 資産 不動産 昭和58年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1984年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1983年度 会計 資産 不動産 昭和58年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1984年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1983年度 会計 資産 不動産 昭和58年度不動産購入関係綴 管財係 1984年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1983年度 会計 資産 不動産 無料宿舎貸与指定協議書関係 管財係 1984年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1983年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（昭和58年） 管財係 1984年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1983年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（昭和58年） 管財係 1984年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 昭和59年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 昭和59年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 昭和59年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 昭和59年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 昭和59年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 昭和59年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 昭和59年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 昭和58・59年度所管換関係綴 管財係 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 昭和59年度不動産購入関係綴 管財係 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（昭和59年） 管財係 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（昭和59年） 管財係 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（昭和59年） 管財係 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1984年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（昭和59年） 管財係 1985年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1985年度 会計 資産 不動産 昭和60年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1986年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1985年度 会計 資産 不動産 昭和60年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1986年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1985年度 会計 資産 不動産 昭和60年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1986年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1985年度 会計 資産 不動産 昭和60年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1986年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1985年度 会計 資産 不動産 昭和60年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1986年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1985年度 会計 資産 不動産 昭和60年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1986年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1985年度 会計 資産 不動産 昭和60年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1986年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1985年度 会計 資産 不動産 昭和60年度不動産購入関係綴 管財係 1986年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1985年度 会計 資産 不動産 昭和60年度不動産購入関係証拠書類 管財係 1986年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1985年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（昭和60年） 管財係 1986年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1985年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（昭和60年） 管財係 1986年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1986年度 会計 資産 不動産 昭和61年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1987年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1986年度 会計 資産 不動産 昭和61年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1987年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1986年度 会計 資産 不動産 昭和61年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1987年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
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1986年度 会計 資産 不動産 昭和61年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1987年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1986年度 会計 資産 不動産 昭和61年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1987年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1986年度 会計 資産 不動産 昭和61年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1987年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1986年度 会計 資産 不動産 昭和61年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1987年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1986年度 会計 資産 不動産 境界確認協議書 管財係 1987年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1986年度 会計 資産 不動産 昭和60・61年度国有財産所管換関係綴 管財係 1987年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1986年度 会計 資産 不動産 昭和61年度不動産購入関係綴 管財係 1987年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1986年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（昭和61年） 管財係 1987年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1987年度 会計 資産 不動産 昭和62年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1988年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1987年度 会計 資産 不動産 昭和62年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1988年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1987年度 会計 資産 不動産 昭和62年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1988年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1987年度 会計 資産 不動産 昭和62年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1988年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1987年度 会計 資産 不動産 昭和62年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1988年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1987年度 会計 資産 不動産 昭和62年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1988年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1987年度 会計 資産 不動産 昭和62年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1988年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1988年度 会計 資産 不動産 昭和63年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1988年度 会計 資産 不動産 昭和63年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1988年度 会計 資産 不動産 昭和63年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1988年度 会計 資産 不動産 昭和63年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1988年度 会計 資産 不動産 昭和63年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1988年度 会計 資産 不動産 昭和63年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1988年度 会計 資産 不動産 昭和63年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1989年度 会計 資産 不動産 平成元年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1989年度 会計 資産 不動産 平成元年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1989年度 会計 資産 不動産 平成元年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1989年度 会計 資産 不動産 平成元年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1989年度 会計 資産 不動産 平成元年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1989年度 会計 資産 不動産 平成元年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1989年度 会計 資産 不動産 平成元年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1990年度 会計 資産 不動産 平成2年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1991年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1990年度 会計 資産 不動産 平成2年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1991年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1990年度 会計 資産 不動産 平成2年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1991年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1990年度 会計 資産 不動産 平成2年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1991年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1990年度 会計 資産 不動産 平成2年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1991年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1990年度 会計 資産 不動産 平成2年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1991年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1990年度 会計 資産 不動産 平成2年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1991年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1991年度 会計 資産 不動産 平成3年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1992年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1991年度 会計 資産 不動産 平成3年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1992年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1991年度 会計 資産 不動産 平成3年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1992年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1991年度 会計 資産 不動産 平成3年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1992年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1991年度 会計 資産 不動産 平成3年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1992年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1991年度 会計 資産 不動産 平成3年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1992年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1991年度 会計 資産 不動産 平成3年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1992年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1991年度 会計 資産 不動産 挾間宿舎6号棟等購入関係（平成3年度） 管財係 1992年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1992年度 会計 資産 不動産 平成4年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1993年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1992年度 会計 資産 不動産 平成4年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1993年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1992年度 会計 資産 不動産 平成4年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1993年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1992年度 会計 資産 不動産 平成4年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1993年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1992年度 会計 資産 不動産 平成4年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1993年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1992年度 会計 資産 不動産 平成4年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1993年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1992年度 会計 資産 不動産 平成4年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1993年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1992年度 会計 資産 不動産 挾間宿舎2号棟等購入関係（平成4年度） 管財係 1993年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1992年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（平成4年11月） 管財係 1993年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1993年度 会計 資産 不動産 平成5年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1994年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1993年度 会計 資産 不動産 平成5年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1994年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1993年度 会計 資産 不動産 平成5年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1994年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1993年度 会計 資産 不動産 平成5年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1994年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1993年度 会計 資産 不動産 平成5年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1994年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1993年度 会計 資産 不動産 平成5年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1994年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1993年度 会計 資産 不動産 平成5年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1994年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1993年度 会計 資産 不動産 挾間宿舎1号棟等購入関係（平成5年度） 管財係 1994年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1993年度 会計 資産 不動産 小野鶴・寒田・敷戸宿舎一括購入（平成5年度） 管財係 1994年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1994年度 会計 資産 不動産 平成6年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1995年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1994年度 会計 資産 不動産 平成6年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1995年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1994年度 会計 資産 不動産 平成6年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1995年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1994年度 会計 資産 不動産 平成6年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1995年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1994年度 会計 資産 不動産 平成6年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1995年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1994年度 会計 資産 不動産 平成6年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1995年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1994年度 会計 資産 不動産 平成6年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1995年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
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1994年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（平成6年7月） 管財係 1995年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1995年度 会計 資産 不動産 平成7年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1996年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1995年度 会計 資産 不動産 平成7年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1996年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1995年度 会計 資産 不動産 平成7年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1996年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1995年度 会計 資産 不動産 平成7年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1996年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1995年度 会計 資産 不動産 平成7年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1996年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1995年度 会計 資産 不動産 平成7年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1996年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1995年度 会計 資産 不動産 平成7年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1996年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1995年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本大学・宿舎全体（平成7年10月） 管財係 1996年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1996年度 会計 資産 不動産 平成8年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1997年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1996年度 会計 資産 不動産 平成8年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1997年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1996年度 会計 資産 不動産 平成8年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1997年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1996年度 会計 資産 不動産 平成8年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1997年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1996年度 会計 資産 不動産 平成8年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1997年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1996年度 会計 資産 不動産 平成8年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1997年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1996年度 会計 資産 不動産 平成8年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1997年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1996年度 会計 資産 不動産 大分挾間バイパス線道路拡幅工事売払関係 管財係 1997年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1997年度 会計 資産 不動産 平成9年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1998年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1997年度 会計 資産 不動産 平成9年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1998年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1997年度 会計 資産 不動産 平成9年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1998年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1997年度 会計 資産 不動産 平成9年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1998年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1997年度 会計 資産 不動産 平成9年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1998年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1997年度 会計 資産 不動産 平成9年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1998年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1997年度 会計 資産 不動産 平成9年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1998年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1997年度 会計 資産 不動産 登記簿謄本（平成9年7月） 管財係 1998年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1998年度 会計 資産 不動産 平成10年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 1999年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1998年度 会計 資産 不動産 平成10年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 1999年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1998年度 会計 資産 不動産 平成10年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 1999年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1998年度 会計 資産 不動産 平成10年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 1999年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1998年度 会計 資産 不動産 平成10年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 1999年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1998年度 会計 資産 不動産 平成10年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 1999年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1998年度 会計 資産 不動産 平成10年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 1999年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1999年度 会計 資産 不動産 平成11年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 2000年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1999年度 会計 資産 不動産 平成11年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 2000年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1999年度 会計 資産 不動産 平成11年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 2000年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1999年度 会計 資産 不動産 平成11年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 2000年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1999年度 会計 資産 不動産 平成11年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 2000年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1999年度 会計 資産 不動産 平成11年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 2000年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
1999年度 会計 資産 不動産 平成11年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 2000年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2000年度 会計 資産 不動産 平成12年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 2001年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2000年度 会計 資産 不動産 平成12年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 2001年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2000年度 会計 資産 不動産 平成12年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 2001年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2000年度 会計 資産 不動産 平成12年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 2001年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2000年度 会計 資産 不動産 平成12年度有財産用途廃止関係書類 会計課専門職員 2001年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2000年度 会計 資産 不動産 平成12年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 2001年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2000年度 会計 資産 不動産 平成12年度国有財産所属替関係 会計課専門職員 2001年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2000年度 会計 資産 不動産 平成12年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 2001年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2000年度 会計 資産 不動産 平成12年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 2001年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2001年度 会計 資産 不動産 平成13年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 2002年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2001年度 会計 資産 不動産 平成13年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 2002年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2001年度 会計 資産 不動産 平成13年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 2002年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2001年度 会計 資産 不動産 平成13年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 2002年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2001年度 会計 資産 不動産 平成13年度有財産用途廃止関係書類 会計課専門職員 2002年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2001年度 会計 資産 不動産 平成13年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 2002年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2001年度 会計 資産 不動産 平成13年度国有財産所属替関係 会計課専門職員 2002年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2001年度 会計 資産 不動産 平成13年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 2002年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2001年度 会計 資産 不動産 平成13年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 2002年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2001年度 会計 資産 不動産 平成13年度挾間宿舎緑地の宿舎廃止・用途変更 管財係 2002年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2002年度 会計 資産 不動産 平成14年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 2003年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2002年度 会計 資産 不動産 平成14年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 2003年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2002年度 会計 資産 不動産 平成14年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 2003年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2002年度 会計 資産 不動産 平成14年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 2003年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2002年度 会計 資産 不動産 平成14年度有財産用途廃止関係書類 会計課専門職員 2003年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2002年度 会計 資産 不動産 平成14年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 2003年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2002年度 会計 資産 不動産 平成14年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 2003年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2002年度 会計 資産 不動産 平成14年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 2003年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2003年度 会計 資産 不動産 平成15年度国有財産登記等関係 会計課専門職員 2004年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2003年度 会計 資産 不動産 平成15年度国有財産境界線関係 会計課専門職員 2004年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2003年度 会計 資産 不動産 平成15年度国有財産売買関係書類 会計課専門職員 2004年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
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2003年度 会計 資産 不動産 平成15年度国有財産寄付受入関係書類 会計課専門職員 2004年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2003年度 会計 資産 不動産 平成15年度有財産用途廃止関係書類 会計課専門職員 2004年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2003年度 会計 資産 不動産 平成15年度国有財産所管替関係 会計課専門職員 2004年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2003年度 会計 資産 不動産 平成15年度国有財産所属替関係 会計課専門職員 2004年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2003年度 会計 資産 不動産 平成15年度国有財産台帳及び国有財産台帳付属図面 会計課専門職員 2004年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2003年度 会計 資産 不動産 平成15年度その他国有財産に関する帳簿 会計課専門職員 2004年4月1日 無期限 紙 書類倉庫 施設企画課 施設企画課長
2004年度 設備 建物等概要図書 施設課設備係 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2004年度 会計 資産 不動産 平成16年度寄付受入関係書類 資産係 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2005年度 会計 資産 不動産 平成17年度不動産占用許可（無償借上）関係文書 資産係 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2006年度 会計 資産 不動産 平成18年度不動産占用許可（無償借上）関係文書 資産係 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2006年度 会計 資産 不動産 平成18年度寄付受入関係書類 資産係 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2007年度 会計 資産 不動産 平成19年度不動産占用許可（無償借上）関係文書 資産係 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2007年度 会計 資産 不動産 平成19年度寄付受入関係書類 資産係 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2008年度 会計 資産 不動産 平成20年度不動産占用許可（無償借上）関係文書 資産係 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2008年度 会計 資産 不動産 平成20年度寄付受入関係書類 資産係 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2008年度 施設 施設管理 総括 平成20年度国民保護に係る避難施設関係文書 資産係 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2009年度 会計 資産 不動産 平成21年度寄付受入関係書類 資産係 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2010年度 会計 資産 不動産 平成22年度寄付受入関係書類 資産係 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2011年度 会計 資産 不動産 平成23年度寄付受入関係書類 施設企画課資産係長 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2012年度 施設 施設企画 予算 平成25年度国立大学法人等施設整備費等要求書・同関係資料 施設企画課企画調査係長 2013年4月1日 10年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2012年度 会計 資産 不動産 平成24年度職員宿舎入退去等関係文書 施設企画課資産係長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2012年度 施設 施設管理 手続・届出 平成24年度不動産監守計画 施設企画課資産係長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2012年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成24年度宿舎補修関係綴り 施設企画課資産係長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2012年度 会計 資産 不動産 平成24年度不動産使用許可文書(工事用地等) 施設企画課資産係長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2012年度 会計 資産 不動産 平成24年度不動産占用許可（無償借上）関係文書 施設企画課資産係長 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2012年度 会計 資産 不動産 平成24年度不動産貸付文書(継続) 施設企画課資産係長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2012年度 会計 資産 不動産 平成24年度不動産貸付文書(一時使用) 施設企画課資産係長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2012年度 施設 施設管理 手続・届出 平成24年度防災管理者等消防関係書類 施設企画課資産係長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2012年度 会計 資産 不動産 平成24年度寄付受入関係書類 施設企画課資産係長 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度国立大学法人大分大学契約適正化委員会 財務企画グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2013年度 施設 施設企画 予算 平成26年度国立大学法人等施設整備費等要求書・同関係資料 施設企画課企画調査係長 2014年4月1日 10年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2013年度 会計 資産 不動産 平成25年度職員宿舎入退去等関係文書 施設企画課資産係長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2013年度 施設 施設管理 手続・届出 平成25年度不動産監守計画 施設企画課資産係長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2013年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成25年度宿舎補修関係綴 施設企画課資産係長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2013年度 会計 資産 不動産 平成25年度不動産使用許可文書(工事用地等) 施設企画課資産係長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2013年度 会計 資産 不動産 平成25年度不動産占用許可（無償借上）関係文書 施設企画課資産係長 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2013年度 会計 資産 不動産 平成25年度不動産貸付文書(継続) 施設企画課資産係長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2013年度 会計 資産 不動産 平成25年度不動産貸付文書(一時使用) 施設企画課資産係長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2013年度 施設 施設管理 手続・届出 平成25年度防災管理者等消防関係書類 施設企画課資産係長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2013年度 会計 資産 不動産 平成25年度寄付受入関係書類 施設企画課資産係長 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度国立大学法人大分大学契約適正化委員会 財務企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2014年度 施設 施設企画 契約 契約書 施設企画課総務係長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2014年度 施設 施設企画 予算 平成27年度国立大学法人等施設整備費等要求書・同関係資料 施設企画課企画調査係長 2015年4月1日 10年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2014年度 会計 資産 不動産 平成26年度職員宿舎入退去等関係文書 施設企画課資産係長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2014年度 施設 施設管理 手続・届出 平成26年度不動産監守計画 施設企画課資産係長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2014年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成26年度宿舎補修関係綴 施設企画課資産係長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2014年度 会計 資産 不動産 平成26年度不動産使用許可文書(工事用地等) 施設企画課資産係長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2014年度 会計 資産 不動産 平成26年度不動産占用許可（無償借上）関係文書 施設企画課資産係長 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2014年度 会計 資産 不動産 平成26年度不動産貸付文書(継続) 施設企画課資産係長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2014年度 会計 資産 不動産 平成26年度不動産貸付文書(一時使用) 施設企画課資産係長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2014年度 施設 施設管理 手続・届出 平成26年度防災管理者等消防関係書類 施設企画課資産係長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2014年度 会計 資産 不動産 平成26年度寄付受入関係書類 施設企画課資産係長 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2014年度 会計 資産 不動産 平成26年度交通対策員会 施設企画課資産係長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2014年度 会計 資産 不動産 平成26年度旦野原キャンパス交通対策専門部会 施設企画課資産係長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度　国立大学法人大分大学契約適正化委員会 財務企画グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2015年度 施設 施設企画 契約 平成27年度　即支出決定決議書（旦野原キャンパス） 施設企画課総務係長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 施設 施設企画 契約 平成27年度　即支出決定決議書（挾間キャンパス） 施設企画課総務係長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 施設 施設企画 契約 契約書 施設企画課総務係長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 施設 施設企画 予算 平成28年度国立大学法人等施設整備費等要求書・同関係資料 施設企画課企画調査係長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 会計 資産 不動産 平成27年度収入・支出決議書／債権発生通知書 施設企画課資産係長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 会計 資産 不動産 平成27年度固定資産税関係文書 施設企画課資産係長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 会計 資産 不動産 平成27年度職員宿舎入退去等関係文書 施設企画課資産係長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 施設 施設管理 手続・届出 平成27年度不動産監守計画 施設企画課資産係長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成27年度宿舎補修関係綴 施設企画課資産係長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 会計 資産 不動産 平成27年度不動産使用許可文書(工事用地等) 施設企画課資産係長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 会計 資産 不動産 平成27年度不動産貸付文書(継続) 施設企画課資産係長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 会計 資産 不動産 平成27年度不動産貸付文書(一時使用) 施設企画課資産係長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 会計 資産 不動産 平成27年度寄付受入関係書類 施設企画課資産係長 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2015年度 会計 資産 不動産 平成27年度旦野原キャンパス交通対策専門部会 施設企画課資産係長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2015年度 管理一般 運営 総括 平成27年度　大分大学自動販売機設置運営事業 財務企画グループ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度　国立大学法人大分大学契約適正化委員会 財務企画グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2016年度 施設 施設企画 契約 平成28年度　即支出決定決議書（旦野原キャンパス） 施設企画課総務係長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 施設 施設企画 契約 平成28年度　即支出決定決議書（挾間キャンパス） 施設企画課総務係長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 施設 施設企画 契約 契約書 施設企画課総務係長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 施設 施設企画 予算 平成29年度国立大学法人等施設整備費等要求書・同関係資料 施設企画課企画調査係長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 会計 資産 不動産 平成28年度収入・支出決議書／債権発生通知書 施設企画課資産係長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 会計 資産 不動産 平成28年度固定資産税関係文書 施設企画課資産係長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 会計 資産 不動産 平成28年度職員宿舎入退去等関係文書 施設企画課資産係長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成28年度宿舎補修関係綴 施設企画課資産係長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 会計 資産 不動産 平成28年度不動産使用許可文書(工事用地等) 施設企画課資産係長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 会計 資産 不動産 平成28年度不動産貸付文書(継続) 施設企画課資産係長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 会計 資産 不動産 平成28年度不動産貸付文書(一時使用) 施設企画課資産係長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 会計 資産 不動産 平成28年度旦野原キャンパス交通対策専門部会 施設企画課資産係長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 会計 資産 不動産 平成28年度不動産占用許可（無償借上）関係文書 施設企画課資産係長 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2016年度 施設 施設管理 手続・届出 平成28年度防災管理者等消防関係書類 施設企画課資産係長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度　契約適正化委員会 財務企画グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 財務課倉庫 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（教育）美
家職実験研究室棟改修その他工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（教育）美
家職実験研究室棟改修その他電気設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（教育）美
家職実験研究室棟改修その他機械設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約 平成29年度　即支出決定決議書（旦野原キャンパス） 施設企画課総務係長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 施設 施設企画 契約 平成29年度　即支出決定決議書（挾間キャンパス） 施設企画課総務係長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 監理一般 総括 照会・回答 平成29年度　施設整備費補助金支出予定額調／概算払請求書 施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 監理一般 総括 照会・回答 平成29年度　施設費交付事業執行調査／概算払請求書／実績報告書 施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 監理一般 総括 照会・回答 平成29年度　施設整備費補助事業実績報告書 施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 監理一般 総括 照会・回答 平成29年度　工事成績評定通知書 施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 施設 施設企画 契約 契約書 施設企画課総務係長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（附小）管
理特別教室棟２階トイレ改修工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(理工）理
工１３号館トイレ改修工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(理工）理
工１３号館トイレ改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）体
育館照明改修工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）外
来棟１階総合患者支援センター改修工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）外
来棟２階総合患者支援センター改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）外
来棟３階総合患者支援センター改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（理工）廃
液処理機械室改修工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（理工）廃
液処理機械室改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（理工）廃
液処理機械室改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）基
幹整備（屋外給水設備）工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（理工）理
工８号館５階北側系統空調設備改修工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）院生
研究棟１階改修工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）院生
研究棟１階改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）院生
研究棟１階改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（教育）職
業実習棟改修工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（教育）職
業実習棟改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（教育）職
業実習棟改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）中
央診療棟３階他幹線等改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
中央ボイラー室等屋上防水改修工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
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2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医)基礎
臨床研究棟８階西側改修工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医)基礎
臨床研究棟８階西側改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）基礎
臨床研究棟８階西側改修設備設計業務

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間）３
号発電機軸受メタル取替業務

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間）落
雷による交換機故障修理（災害復旧）

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原・
王子）昇降機部品交換

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原）
低濃度PCB廃棄物処分及び収集運搬業務

施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2017年度 施設 施設企画 施設整備・実態調査 平成29年度国立大学法人等施設実態報告 施設企画課企画調査係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 施設 施設企画 予算 平成30年度国立大学法人等施設整備費等要求書・同関係資料 施設企画課企画調査係長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29度資産係一般文書 施設企画課資産係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成29年度消防設備点検結果報告書 施設企画課資産係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 施設 警備 警備 平成29年度警備報告書（旦野原キャンパス） 施設企画課資産係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 施設 警備 警備・維持・管理・点検 平成29年度警備報告書・業務報告書（別府職員会館） 施設企画課資産係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成29年度業務報告書職員宿舎管理業務報告書 施設企画課資産係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成29年度業務報告書（鶴見臨海研修所） 施設企画課資産係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成29年度業務報告書（中津江研修所） 施設企画課資産係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 平成29年度収入・支出決議書／債権発生通知書 施設企画課資産係長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 平成29年度固定資産税関係文書 施設企画課資産係長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 平成29年度職員宿舎入退去等関係文書 施設企画課資産係長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成29年度宿舎補修関係綴 施設企画課資産係長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 平成29年度不動産使用許可文書(工事用地等) 施設企画課資産係長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 平成29年度不動産貸付文書(継続) 施設企画課資産係長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 平成29年度不動産貸付文書(一時使用) 施設企画課資産係長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 平成29年度旦野原キャンパス交通対策専門部会 施設企画課資産係長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 平成２９年度取得不動産書類 施設企画課資産係長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 平成２９年度資産除却書類 施設企画課資産係長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 固定資産台帳（不動産）（平成30年3月） 施設企画課資産係長 2018年4月1日 無期限 電子 事務室 施設企画課 施設企画課長
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度各種調査 施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 平成29年度不動産占用許可（無償借上）関係文書 施設企画課資産係長 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2017年度 施設 施設管理 手続・届出 平成29年度防災管理者等消防関係書類 施設企画課資産係長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度外部委託契約関係書類 施設企画課資産係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 出勤簿 施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 旅行伺兼旅行命令簿・報告書 施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 通知 収発件名簿 施設企画課総務係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2017年度 管理一般 運営 総括 平成29年度　大分大学自動販売機設置運営事業 財務企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 財務課 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度　契約適正化委員会 財務企画グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 財務課 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2018年度 施設 施設企画 契約 平成30年度　即支出決定決議書（旦野原キャンパス） 施設企画課総務係長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 施設 施設企画 契約 平成30年度　即支出決定決議書（挾間キャンパス） 施設企画課総務係長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 監理一般 総括 照会・回答 平成30年度　施設整備費補助金支出予定額調／概算払請求書 施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 監理一般 総括 照会・回答 平成30年度　施設費交付事業執行調査／概算払請求書／実績報告書 施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 監理一般 総括 照会・回答 平成30年度　施設整備費補助事業実績報告書 施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 監理一般 総括 照会・回答 平成30年度　工事成績評定通知書 施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 施設 施設企画 契約 契約書 施設企画課総務係長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医）基礎
臨床研究棟8階西側改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(教育）職
業実習棟改修工事（2期）

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(教育）職
業実習棟改修電気設備工事（2期）

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（教育）職
業実習棟改修機械設備工事（2期）

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（附小）普
通教室給食配膳室棟トイレ改修工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（附小）普
通教室給食配膳室棟トイレ改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（附小）普
通教室給食配膳室棟トイレ改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）外
来棟3階回復室改修工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）外
来棟3階回復室改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）外
来棟3階回復室改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
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2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）新
病棟1階等自動電源切替改修工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）管
理棟昇降路新営その他工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）外
来棟1階東側改修工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）外
来棟1階東側改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）外
来棟1階東側改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（経）大講
義室エレベータ昇降路外壁改修工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（附中）体
育館床改修工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）基
幹整備（特別高圧受変電設備）その他工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）看護
学科棟トイレ改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）基
幹整備（冷温水発生機等撤去）工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
昇降機改修工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）特
別高圧受変電室等新営その他工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原)
プールろ過機取替工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)感
染動物実験施設新営その他工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)感
染動物実験施設新営その他電気設備工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)感
染動物実験施設新営その他機械設備工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間）特
別高圧受変電室新営その他工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(王子）構
内道路側溝改修工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(王子新
町他）囲障改修工事

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間）実
験研究棟改修（動物実験施設）設計業務

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間）実
験研究棟改修（動物実験施設）設備設計業務

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医病）基
幹整備（特別高圧受変電設備）設計業務

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医病）特
別高圧受変電室新営その他設計業務

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医病）外
来棟1階東側改修設備設計業務

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 出勤簿 施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 旅行伺兼旅行命令簿・報告書 施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 通知 収発件名簿 施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度各種調査 施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 施設 施設企画 施設整備・実態調査 平成30年度国立大学法人等施設実態報告 施設企画課企画調査係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 施設 施設企画 予算 平成31年度国立大学法人等施設整備費等要求書・同関係資料 施設企画課企画調査係長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30度資産係一般文書 施設企画課資産係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成30年度消防設備点検結果報告書 施設企画課資産係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 施設 警備 警備 平成30年度警備報告書（旦野原キャンパス） 施設企画課資産係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 施設 警備 警備・維持・管理・点検 平成30年度警備報告書・業務報告書（別府職員会館） 施設企画課資産係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成30年度業務報告書職員宿舎管理業務報告書 施設企画課資産係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成30年度業務報告書（鶴見臨海研修所） 施設企画課資産係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成30年度業務報告書（中津江研修所） 施設企画課資産係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 会計 資産 不動産 平成30年度収入・支出決議書／債権発生通知書 施設企画課資産係長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 会計 資産 不動産 平成30年度固定資産税関係文書 施設企画課資産係長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 会計 資産 不動産 平成30年度職員宿舎入退去等関係文書 施設企画課資産係長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成30年度宿舎補修関係綴 施設企画課資産係長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 会計 資産 不動産 平成30年度不動産使用許可文書(工事用地等) 施設企画課資産係長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 会計 資産 不動産 平成30年度不動産貸付文書(継続) 施設企画課資産係長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 会計 資産 不動産 平成30年度不動産貸付文書(一時使用) 施設企画課資産係長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 会計 資産 不動産 平成30年度不動産占用許可（無償借上）関係文書 施設企画課資産係長 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2018年度 施設 施設管理 手続・届出 平成30年度防災管理者等消防関係書類 施設企画課資産係長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度外部委託契約関係書類 施設企画課資産係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 会計 資産 不動産 固定資産台帳（不動産）（平成31年3月） 施設企画課資産係長 2019年4月1日 無期限 電子 事務室 施設企画課 施設企画課長
2018年度 会計 資産 不動産 平成30年度取得不動産書類 施設企画課資産係長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 会計 資産 不動産 平成30年度資産除却書類 施設企画課資産係長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原）
低濃度PCB廃棄物処分及び収集運搬業務

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原）
低濃度PCB廃棄物収集運搬業務

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原）
低濃度PCB廃棄物処分及び収集運搬業務

施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2018年度 施設 施設企画 契約 入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）工事費負 施設企画課総務係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2018年度 管理一般 運営 総括 平成30年度　大分大学自動販売機設置運営事業 財務企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 財務課 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度　契約適正化委員会 財務企画グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 財務課 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2019年度 施設 施設企画 契約 平成31年度　即支出決定決議書（旦野原キャンパス） 施設企画課総務係長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 施設 施設企画 契約 平成31年度　即支出決定決議書（挾間キャンパス） 施設企画課総務係長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 監理一般 総括 照会・回答 平成31年度　施設整備費補助金支出予定額調／概算払請求書 施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 監理一般 総括 照会・回答 平成31年度　施設費交付事業執行調査／概算払請求書／実績報告書 施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 監理一般 総括 照会・回答 平成31年度　施設整備費補助事業実績報告書 施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 監理一般 総括 照会・回答 平成31年度　工事成績評定通知書 施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 施設 施設企画 契約 契約書 施設企画課総務係長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間）動
物・RI実験施設ボイラー設置その他工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間）感
染動物実験施設新営その他機械設備工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間）感
染動物実験施設屋外埋設雨水管等改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）中
央機械室1階高圧配電盤室改修その他工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
第二体育館屋根改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）新
病棟2階リハビリテーション改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
理工8号館等照明設備改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
昇降機改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）新
病棟6階検査室改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）新
病棟4階採卵室改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）新
病棟4階採卵室改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）新
病棟4階採卵室改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（理工）理
工8号館空調設備改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（理工）理
工8号館空調改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
外灯改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）基
幹整備（排水設備）工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
基幹整備（排水設備）工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）基
幹整備（給水設備等）工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）動
物・RI実験施設改修その他工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）動
物・RI実験施設改修その他電気設備工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）動
物・RI実験施設改修その他機械設備工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
引込高圧ケーブル等改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）外
来棟1階正面玄関タイル改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）テ
ニス場改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
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2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）基
礎・臨床研究棟西側改修その他工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）基
礎・臨床研究棟西側改修その他電気設備工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）基
礎・臨床研究棟西側改修その他機械設備工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
構内電話配線改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）中央
ポンプ室研究棟系統揚水ポンプ改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）基礎
臨床研究棟1階自動火災報知設備改修工事

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）消防用設
備等点検業務（機器点検）

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）設備等保
全業務

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）医
療ガス設備保守業務

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）電
気室等保守業務

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）自
家発電設備点検業務

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）総
合研究棟改修（医学系）建築設計業務

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）総
合研究棟改修（医学系）設備設計業務

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間他）
ライフライン再生（給排水設備）設計業務

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
ライフライン再生（排水設備）設計業務

施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 休暇簿・休日の振替簿 施設企画課総務係長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 時間外勤務命令簿 施設企画課総務係長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 毎月勤労統計調査・病休欠勤等状況調査 施設企画課総務係長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 出勤簿 施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 旅行伺兼旅行命令簿・報告書 施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 通知 収発件名簿 施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 平成31年度各種調査 施設企画課総務係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 施設 施設企画 施設整備・実態調査 平成31年度国立大学法人等施設実態報告 施設企画課企画調査係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 施設 施設企画 予算 令和2年度国立大学法人等施設整備費等要求書・同関係資料 施設企画課企画調査係長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元度資産係一般文書 施設企画課資産係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和元年度消防設備点検結果報告書 施設企画課資産係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 施設 警備 警備 令和元年度警備報告書（旦野原キャンパス） 施設企画課資産係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 施設 警備 警備・維持・管理・点検 令和元年度警備報告書・業務報告書（別府職員会館） 施設企画課資産係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和元年度業務報告書職員宿舎管理業務報告書 施設企画課資産係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和元年度業務報告書（鶴見臨海研修所） 施設企画課資産係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和元年度業務報告書（中津江研修所） 施設企画課資産係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 令和元年度収入・支出決議書／債権発生通知書 施設企画課資産係長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 令和元年度固定資産税関係文書 施設企画課資産係長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 令和元年度職員宿舎入退去等関係文書 施設企画課資産係長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和元年度宿舎補修関係綴 施設企画課資産係長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 令和元年度不動産使用許可文書(工事用地等) 施設企画課資産係長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 令和元年度不動産貸付文書(継続) 施設企画課資産係長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 令和元年度不動産貸付文書(一時使用) 施設企画課資産係長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 令和元年度不動産占用許可（無償借上）関係文書 施設企画課資産係長 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2019年度 施設 施設管理 手続・届出 令和元年度防災管理者等消防関係書類 施設企画課資産係長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 令和元年度固定資産台帳（土地以外）） 施設企画課資産係長 2020年4月1日 除却後5年 電子 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 令和元年度取得不動産書類（除却含む）1～6 施設企画課資産係長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 令和元年度不動産監守計画 施設企画課資産係長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2019年度 管理一般 運営 総括 2019年度　大分大学自動販売機設置運営事業 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2019年度 管理一般 運営 総括 2019年度　自動販売機業務委託契約(社会貢献機) 財務企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 財務課 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2019年度 管理一般 会議 全学会議 2019年度　契約適正化委員会 財務企画グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 財務課 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2020年度 施設 施設企画 契約 令和2年度　即支出決定決議書（旦野原キャンパス） 施設企画課総務係長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設企画 契約 令和2年度　即支出決定決議書（挾間キャンパス） 施設企画課総務係長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 監理一般 総括 照会・回答 令和2年度　施設整備費補助金支出予定額調／概算払請求書 施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 監理一般 総括 照会・回答 令和2年度　施設費交付事業執行調査／概算払請求書／実績報告書 施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 監理一般 総括 照会・回答 令和2年度　施設整備費補助事業実績報告書 施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 監理一般 総括 照会・回答 令和2年度　工事成績評定通知書 施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設企画 契約 契約書 施設企画課総務係長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（教養）
（一）第２大講義室空調設備改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間）特
別高圧受変電室改修その他工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
構内宿舎（一）とりこわし工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）福利
施設（２）屋上防水改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）基
礎・臨床研究棟西側改修その他電気設備工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（教養）
（一）大講義室改修その他工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（教養）
（一）大講義室改修その他電気設備工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（教養）
（一）大講義室改修その他機械設備工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（経）演習
室棟昇降路改修その他工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
ライフライン再生（排水設備）工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（王子）日
常生活訓練施設棟等トイレ改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（王子）日
常生活訓練施設棟等トイレ改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（王子）日
常生活訓練施設棟等トイレ改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（理工）理
工５号館屋上防水改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（福祉）福
祉健康科学部管理棟庇改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
ライフライン再生（給水・消火設備）工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
昇降機改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）研究
推進棟２階他情報通信網設備改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）医
療情報棟等１階事務室改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
構内宿舎（二）とりこわし工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）校舎
講義棟他空調機改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）テ
ニスコート照明新設その他電気設備工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）自
家発電設備用重油地下タンク改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）救
命救急センター４階サーバー室改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）救
命救急センター４階サーバー室改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（附中）附
中教室棟空調設備改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）院生
研究棟６階改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）院生
研究棟６階改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医）院生
研究棟６階改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（附小）普
通教室給食配膳室棟空調設備改修工事

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）防
災センター監視・電話交換業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）附
属病院空調機器等点検業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）冷
温水発生機保守業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）昇
降機設備保守業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
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2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）静
止形電源設備点検業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）
ナースコール設備保守業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）自
家発電設備点検業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
自家用電気工作物保安管理業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
理工２号館他昇降機設備保守業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）医
療ガス設備点検業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）電
気室等点検業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）消
防用設備等点検業務（機器・総合点検）

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）病
院用搬送設備点検業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）空
気調和用自動制御機器・中央監視設備点検業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原）
ライフライン再生（排水設備）設計業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
ライフライン再生（給水・消火設備）設計業務

施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 休暇簿・休日の振替簿 施設企画課総務係長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 時間外勤務命令簿 施設企画課総務係長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 毎月勤労統計調査・病休欠勤等状況調査 施設企画課総務係長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 出勤簿 施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 旅行伺兼旅行命令簿・報告書 施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 通知 収発件名簿 施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度各種調査 施設企画課総務係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設企画 施設整備・実態調査 令和2年度国立大学法人等施設実態報告 施設企画課企画調査係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設企画 予算 令和3年度国立大学法人等施設整備費等要求書・同関係資料 施設企画課企画調査係長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2度資産係一般文書 施設企画課資産係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和2年度消防設備点検結果報告書　一式 施設企画課資産係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 警備 警備 令和2年度警備報告書（旦野原キャンパス） 施設企画課資産係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 警備 警備・維持・管理・点検 令和2年度警備報告書・業務報告書（別府職員会館） 施設企画課資産係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和2年度業務報告書職員宿舎管理業務報告書 施設企画課資産係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和2年度業務報告書（鶴見臨海研修所） 施設企画課資産係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和2年度業務報告書（中津江研修所） 施設企画課資産係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度収入決議書／債権発生通知書 施設企画課資産係長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度収入関係（一時貸付・共済補助金） 施設企画課資産係長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度固定資産税関係文書 施設企画課資産係長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度職員宿舎入退去等関係文書 施設企画課資産係長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和2年度宿舎補修関係綴　一式 施設企画課資産係長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度不動産使用許可文書(工事用地等) 施設企画課資産係長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度不動産貸付文書(継続) 施設企画課資産係長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度不動産貸付文書(一時使用) 施設企画課資産係長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 手続・届出 令和2年度防災管理者等消防関係書類 施設企画課資産係長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度固定資産台帳（土地以外）） 施設企画課資産係長 2021年4月1日 除却後5年 電子 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度取得不動産書類（除却含む）1～7 施設企画課資産係長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度不動産監守計画 施設企画課資産係長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 施設企画課保全調整係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 施設企画課保全調整係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設企画課保全調整係長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 倉庫 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 施設企画課保全調整係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 施設企画課保全調整係長 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長
2020年度 管理一般 運営 総括 2020年度　大分大学自動販売機設置運営事業 財務企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 財務課 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2020年度 管理一般 会議 全学会議 2020年度　契約適正化委員会 財務企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 財務課 財務課 財務課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2021年度 施設 施設企画 契約 令和3年度　即支出決定決議書（旦野原キャンパス） 施設企画課総務係長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設企画 契約 令和3年度　即支出決定決議書（挾間キャンパス） 施設企画課総務係長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 監理一般 総括 照会・回答 令和3年度　施設整備費補助金支出予定額調／概算払請求書 施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 監理一般 総括 照会・回答 令和3年度　施設費交付事業執行調査／概算払請求書／実績報告書 施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 監理一般 総括 照会・回答 令和3年度　施設整備費補助事業実績報告書 施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 監理一般 総括 照会・回答 令和3年度　工事成績評定通知書 施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設企画 契約 契約書 施設企画課総務係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（経）環境
整備（緑地公園）工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原）
本部管理棟３階会議室（１）改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原)
学生会館空調改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)基
幹整備（排水設備等）工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(経）院生
研究室及大講義室２階２０２号講義室内装改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）附
属病院多用途型トリアージ施設新営その他工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）附
属病院多用途型トリアージ施設新営その他電気設備工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）附
属病院多用途型トリアージ施設新営その他機械設備工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(王子）環
境整備（排水）工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医)看護
学科棟屋上防水改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(附特)肢
体訓練室改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(附特)肢
体訓練室改修その他電気設備工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(附特)肢
体訓練室改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)武
道場屋根改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(教養)第
２大講義室改修その他工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(教養)第
２大講義室改修その他電気設備工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(教養)第
２大講義室改修その他機械設備工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)医
療情報棟２階改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)医
療情報棟２階改修機械設備工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
武道場（一）１階剣道場床改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（旦野原）
ライフライン再生（給水設備）工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)
サークル施設改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）挾間職員
宿舎給水設備（量水器）改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原）
夜間照明灯装置更新工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医）看護
学科棟外壁改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(理工）理
工１０号館屋外階段改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(錦町）国
際交流会館宿泊室棟内装改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)動
物・RI実験施設空調設備改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原）
昇降機改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)基
幹・環境整備（駐車場等）工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医)基礎
実習棟１階法医解剖室空調設備等改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医)校舎
講義棟１階男子ロッカー室改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)弓
道場西側側溝改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)屋
外照明設備改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原)
学生寮廊下建具改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
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作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(附特)
プールサイド改修工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医)看護
学科棟外壁改修工事（Ⅱ期）

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原)
学生寮給湯器更新工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原)
体育館等照明設備改修電気設備工事

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医病）空
調機器等点検業務

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(医病)医
療ガス設備保守業務

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)自
家発電設備点検業務

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(挾間)消
防用設備等点検業務（機器・総合点検）

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（挾間）電
気室等点検業務

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）病
院用搬送設備点検業務

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）（医病）空
気調和用自動制御機器・中央監視設備点検業務

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 施設 施設企画 契約
入札関係書類（入札執行伺・競争参加資格確認結果・入札結果一覧等）(旦野原)
ライフライン再生（給水設備）設計業務

施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 休暇簿・休日の振替簿 施設企画課総務係長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 時間外勤務命令簿 施設企画課総務係長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 毎月勤労統計調査・病休欠勤等状況調査 施設企画課総務係長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 出勤簿 施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 旅行伺兼旅行命令簿・報告書 施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 通知 収発件名簿 施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度各種調査 施設企画課総務係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設企画 施設整備・実態調査 令和3年度国立大学法人等施設実態報告 施設企画課企画調査係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設企画 予算 令和4年度国立大学法人等施設整備費等要求書・同関係資料 施設企画課企画調査係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度資産係一般文書 施設企画課資産係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和3年度消防設備点検結果報告書　一式 施設企画課資産係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 警備 警備 令和3年度警備報告書（旦野原キャンパス） 施設企画課資産係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 警備 警備・維持・管理・点検 令和3年度警備報告書・業務報告書（別府職員会館） 施設企画課資産係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和3年度業務報告書職員宿舎管理業務報告書 施設企画課資産係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和3年度業務報告書（鶴見臨海研修所） 施設企画課資産係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和3年度業務報告書（中津江研修所） 施設企画課資産係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度収入決議書／債権発生通知書 施設企画課資産係長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度収入関係（一時貸付・共済補助金） 施設企画課資産係長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度固定資産税関係文書 施設企画課資産係長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度職員宿舎入退去等関係文書 施設企画課資産係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和3年度宿舎補修関係綴　一式 施設企画課資産係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度不動産使用許可文書(工事用地等) 施設企画課資産係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度不動産貸付文書(継続分) 施設企画課資産係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度不動産貸付文書(一時使用) 施設企画課資産係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 手続・届出 令和3年度防災管理者等消防関係書類 施設企画課資産係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度固定資産台帳（土地以外）） 施設企画課資産係長 2022年4月1日 除却後5年 電子 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度取得不動産書類（除却含む）1～10 施設企画課資産係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度不動産監守計画 施設企画課資産係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 施設企画課保全調整係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 施設企画課保全調整係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設企画課保全調整係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 倉庫 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 施設企画課保全調整係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 施設企画課 施設企画課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 施設企画課保全調整係長 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長

2021年度 管理一般 運営 総括 2021年度　大分大学自動販売機設置運営事業 施設企画課資産係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄 2021年度から財務企画課より移動

2021年度 管理一般 会議 全学会議 2021年度　契約適正化委員会 施設企画課総務係長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設企画課 施設企画課長 廃棄 2022年度から財務企画課より移動

2010年度 確認済証・検査済証 施設整備係 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2010年度 検査済証 環境整備第1係 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2010年度 検査済証 環境整備第2係 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2011年度 施設 施設管理 手続・届出 確認済証・検査済証 施設整備係 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2011年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第1係 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2011年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第2係 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2012年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設整備係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2012年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第1係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
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2012年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第2係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2012年度 施設 施設管理 手続・届出 確認済証・検査済証 施設整備係 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2012年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第1係 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2012年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第2係 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2013年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設整備係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2013年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第1係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2013年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第2係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2013年度 施設 施設管理 手続・届出 確認済証・検査済証 施設整備係 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2013年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第1係 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2013年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第2係 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2014年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設整備係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2014年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第1係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2014年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第2係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2014年度 施設 施設管理 手続・届出 確認済証・検査済証 施設整備係 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2014年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第1係 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2014年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第2係 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2015年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設整備係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2015年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第1係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2015年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第2係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2015年度 施設 施設管理 手続・届出 確認済証・検査済証 施設整備係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2015年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第1係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2015年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第2係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2016年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設整備係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2016年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第1係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2016年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第2係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2016年度 施設 施設管理 手続・届出 確認済証・検査済証 施設整備係 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2016年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第1係 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2016年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第2係 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 施設整備係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 環境整備第1係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 環境整備第2係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 施設整備係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 環境整備第1係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 環境整備第2係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設整備係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第1係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第2係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 施設整備係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 環境整備第1係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 環境整備第2係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 手続・届出 確認済証・検査済証 施設整備係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第1係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第2係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 施設整備係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 環境整備第1係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 環境整備第2係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 施設整備係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 環境整備第1係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 環境整備第2係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設整備係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第1係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第2係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 施設整備係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 環境整備第1係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 環境整備第2係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 手続・届出 確認済証・検査済証 施設整備係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第1係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第2係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設設計 総括 設計に係る報告書関係 施設整備係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設設計 総括 設計に係る報告書関係 環境整備第1係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設設計 総括 設計に係る報告書関係 環境整備第2係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 施設整備係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 環境整備第1係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 環境整備第2係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 施設整備係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 環境整備第1係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 環境整備第2係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設整備係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第1係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
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2019年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第2係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 施設整備係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 環境整備第1係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 環境整備第2係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 総括 施工に係る報告書関係 施設整備係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 総括 施工に係る報告書関係 環境整備第1係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 総括 施工に係る報告書関係 環境整備第2係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 手続・届出 確認済証・検査済証 施設整備係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第1係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第2係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設設計 総括 設計に係る報告書関係 施設整備係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設設計 総括 設計に係る報告書関係 環境整備第1係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設設計 総括 設計に係る報告書関係 環境整備第2係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 施設整備係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 環境整備第1係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 環境整備第2係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 施設整備係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 環境整備第1係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 環境整備第2係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設整備係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第1係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第2係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 施設整備係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 環境整備第1係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 環境整備第2係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 総括 施工に係る報告書関係 施設整備係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 総括 施工に係る報告書関係 環境整備第1係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 総括 施工に係る報告書関係 環境整備第2係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 手続・届出 確認済証・検査済証 施設整備係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第1係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第2係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設設計 総括 設計に係る報告書関係 施設整備係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設設計 総括 設計に係る報告書関係 環境整備第1係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設設計 総括 設計に係る報告書関係 環境整備第2係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 施設整備係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 環境整備第1係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設設計 設計（積算） 工事の設計積算関係 環境整備第2係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 施設整備係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 環境整備第1係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設設計 設計（管理） 設計監理委託関係 環境整備第2係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 設計図書 施設整備係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第1係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 設計図書 環境整備第2係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 施設整備係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 環境整備第1係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 工事の施工管理関係 環境整備第2係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 施工に係る報告書関係 施設整備係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 施工に係る報告書関係 環境整備第1係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 施工に係る報告書関係 環境整備第2係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 　 施設整備係 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 その他施設整備関係文書 環境整備第1係 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 総括 その他施設整備関係文書 環境整備第2係 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 書庫 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 手続・届出 確認済証・検査済証 施設整備係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第1係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 手続・届出 検査済証 環境整備第2係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 施設管理課 施設管理課長 廃棄
1992年度 （旧）学生課 平成4年度　一般教育等教官会議運営委員会 学生課教務係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1992年度 （旧）学生課 平成4年度　一般教育等教官会議 学生課教務係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1993年度 （旧）教育支援課 学務 課程認定 平成5年度教員免許課程認定申請書 学生課専門職員 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1993年度 （旧）学生課 平成5年度　運営委員会 学生課教務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1993年度 （旧）学生課 平成5年度　教官会議 学生課教務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1994年度 （旧）教育支援課 学務 課程認定 平成6年度教員免許課程認定申請書 学生課専門職員 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1994年度 （旧）学生課 平成6年度　運営委員会 学生課教務係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1994年度 （旧）学生課 平成6年度　教官会議 学生課教務係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1995年度 （旧）学生課 平成7年度　教養教育運営委員会 学生課教務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1996年度 （旧）教育支援課 学務 課程認定 平成8年度教員免許課程認定申請書 入学主幹付専門職員 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1996年度 （旧）学生課 平成8年度　教養教育運営委員会・専門委員会 学生課教務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
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1997年度 （旧）教育支援課 学務 課程認定 平成9年度教員免許課程認定申請書 入試課専門職員 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1997年度 （旧）学生課 平成9年度　教養教育協議会議事録（その１） 学生課教務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1997年度 （旧）学生課 平成9年度　教養教育協議会議事録（その２） 学生課教務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1997年度 （旧）学生課 学歌（作曲部門）関係 教育支援課教育企画グループ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

1997年度 （旧）学生課
五十周年記念学章ビデオ等作業部会　学歌（作詞部門）作業部会・選考委員会関
係

教育支援課教育企画グループ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

1998年度 （旧）教育支援課 学務 課程認定 平成10年度教員免許課程認定申請書 入試課専門職員 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1998年度 （旧）学生課 平成10年度　教養教育協議会議事録（その１） 学生課教務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1998年度 （旧）学生課 平成10年度　教養教育協議会議事録（その２） 学生課教務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1999年度 （旧）学生課 平成11年度　教務協議会議事録 学生課教務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1999年度 （旧）学生課 平成11年度　教養教育協議会議事録 学生課教務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1999年度 管理一般 平成11年度　公印の作成・改刻・廃止承認申請関係書類綴 教育支援課教育企画グループ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2000年度 （旧）教育支援課 学務 学生の身分 学位授与，卒業・修了者名簿（昭和27年度～） 学務課専門職員 2001年4月1日 無期限  紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2000年度 （旧）教育支援課 学務 課程認定 平成12年度教員免許課程認定申請書 学務課専門員 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2000年度 （旧）学務課 教養教育協議会議事録　12年度 学務課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2000年度 （旧）学務課 平成12年度　教務協議会 学務課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2000年度 管理一般 平成12年度　公印の作成・改刻・廃止承認申請関係書類綴 教育支援課教育企画グループ 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2001年度 （旧）教育支援課 学務 課程認定 平成13年度教員免許課程認定関係 学務課専門員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2001年度 （旧）福祉社会科学研究科 組織 設置 平成13年度大学院（修士課程）設置計画書 学務課専門職員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 13年度　教務協議会 学務課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 平成13年度教養教育協議会及び専門部会関係 学務課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2001年度 管理一般 平成13年度　公印の作成・改刻・廃止承認申請関係書類綴 教育支援課教育企画グループ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2002年度 文書 平成14年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育推進グループ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2002年度 （旧）福祉社会科学研究科 会議 学内会議 平成14年度研究科委員会 学務課専門職員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2002年度 （旧）福祉社会科学研究科 学務 学籍関係 平成14年度入学生学籍簿 学務課専門職員 2003年4月1日 無期限  紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2002年度 （旧）教育支援課 学務 会議 平成14年度　教養教育協議会及び専門部会関係 教育支援課教育推進グループ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2002年度 （旧）教育支援課 学務 会議 14年度　教務協議会 教育支援課教育推進グループ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2002年度 管理一般 平成14年度　公印の作成・改刻・廃止承認申請関係書類綴 教育支援課教育企画グループ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2003年度 文書 平成15年度教員免許課程認定申請書 教育支援課教育推進グループ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2003年度 文書 平成15年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育推進グループ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2003年度 （旧）教育支援課 学務 会議 平成15年度教務協議会議事要録 教育支援課専門職員 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2003年度 （旧）教育支援課 学務 会議 平成15年度教養教育協議会議事要録 教育支援課専門職員 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2003年度 会議 　 　 平成15年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2003年度 学務 平成15年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2004年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2003年度 学務 平成15年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2004年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2003年度 管理一般 平成15年度　公印の作成・改刻・廃止承認申請関係書類綴 教育支援課教育企画グループ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2004年度 文書 平成16年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育推進グループ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2004年度 学務 平成16年度教務協議会議事要録 教育支援課専門職員 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2004年度 学務 平成16年度教養教育協議会議事要録 教育支援課専門職員 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2004年度 会議 　 　 平成16年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2004年度 学務 平成16年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2005年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2004年度 学務 平成16年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2005年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2004年度 学務 平成16年度　教務委員会 教育支援課教育推進グループ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 教育支援課事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2004年度 管理一般 平成16年度　公印の作成・改刻・廃止承認申請関係書類綴 教育支援課教育企画グループ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2005年度 文書 平成17年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育推進グループ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2005年度 管理一般 平成17年度　公印の作成・改刻・廃止承認申請関係書類綴 教育支援課教育企画グループ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2005年度 学務 平成17年度教務協議会議事要録 教育支援課専門職員 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2005年度 学務 平成17年度教養教育協議会議事要録 教育支援課専門職員 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2005年度 会議 　 　 平成17年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2005年度 学務 平成17年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2006年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2005年度 学務 平成17年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2006年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2006年度 文書 平成18年度教員免許課程認定申請書 教育支援課教育推進グループ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2006年度 文書 平成18年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育推進グループ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2006年度 管理一般 平成18年度　公印の作成・改刻・廃止承認申請関係書類綴 教育支援課教育企画グループ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2006年度 学務 平成18年度教務部門会議概要 教育支援課専門職員 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2006年度 学務 平成18年度教養教育実施機構運営委員会議事概要 教育支援課専門職員 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2006年度 文書 平成18年度大学院部門会議概要 教育支援課総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2006年度 会議 　 　 平成18年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2006年度 学務 平成18年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2007年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2006年度 学務 平成18年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2007年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2007年度 文書 平成19年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育推進グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2007年度 学務 平成19年度教務部門会議概要　（その１） 教育支援課教育推進グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2007年度 学務 平成19年度教務部門会議概要　（その２） 教育支援課教育推進グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2007年度 文書 平成19年度大学院部門会議概要 教育支援課教育企画グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
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2007年度 会議 　 　 平成19年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2007年度 学務 平成19年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2008年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2007年度 学務 平成19年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2008年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2007年度 管理一般 平成19年度　公印の作成・改刻・廃止承認申請関係書類綴 教育支援課教育企画グループ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2008年度 文書 平成20年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育推進グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2008年度 管理一般 平成20年度　公印の作成・改刻・廃止承認申請関係書類綴 教育支援課教育企画グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2008年度 学務 平成20年度教務部門会議概要 教育支援課教育推進グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2008年度 文書 平成20年度大学院部門会議概要 教育支援課教育企画グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2008年度 会議 　 　 平成20年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2008年度 学務 平成20年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2009年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2008年度 学務 平成20年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2009年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2009年度 文書 平成21年度教員免許課程認定申請書 教育支援課教育推進グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2009年度 文書 平成21年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育推進グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2009年度 学務 平成21年度教務部門会議概要 教育支援課教育推進グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2009年度 学務 平成21年度全学教育構運営委員会議事概要 教育支援課教育推進グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2009年度 文書 平成21年度大学院部門会議概要 教育支援課教育企画グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2009年度 会議 　 　 平成21年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2009年度 学務 平成21年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2010年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2009年度 学務 平成21年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2010年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2009年度 教育一般 教育改革・改善 総括
平成21年度大学改革推進等補助金大学教育・学生支援推進事業（テーマA)水辺
の地域体験活動による初年次教育の展開旅費・謝金・物品請求綴

教育支援課教育企画グループ 2010年4月1日 補助事業期間終
了後5年保管 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2010年度 文書 平成22年度教員免許課程認定申請書 教育支援課教育推進グループ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2010年度 文書 平成22年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育推進グループ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2010年度 会議 　 　 平成22年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2010年度 文書 平成22年度大学院部門会議概要 教育支援課教育企画グループ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2010年度 文書 平成22年度教務部門会議概要 教育支援課教育推進グループ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2010年度 文書 平成22年度全学教育機構運営会議概要 教育支援課教育推進グループ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2010年度 学務 平成22年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2011年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2010年度 学務 平成22年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2011年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2011年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成23年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育企画グループ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 全学会議 平成23年度教務部門会議概要 教育支援課教育推進グループ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 全学会議 平成23年度全学教育機構運営会議概要 教育支援課教育推進グループ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 全学会議 平成23年度大学院部門会議概要 教育支援課教育企画グループ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 全学会議 平成23年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2011年度 教育一般 教務 学籍管理 平成23年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2012年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2011年度 教育一般 教務 学籍管理 平成23年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2012年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度教務部門会議概要 教育支援課教育推進グループ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度全学教育機構運営会議概要 教育支援課教育推進グループ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度大学院部門会議 教育支援課教育推進グループ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度教員養成カリキュラム委員会 教育支援課教育推進グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度高等教育開発センター運営会議・各部門会議 教育支援課教育企画グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 学籍管理 平成24年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2013年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 学籍管理 平成24年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2013年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2012年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 平成24年度教員免許状更新講習支援室運営会議 教育支援課教育企画グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2012年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成24年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育企画グループ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度教務部門会議概要 教育支援課教育推進グループ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度全学教育機構運営会議概要 教育支援課教育推進グループ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度大学院部門会議 教育支援課教育推進グループ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度教員養成カリキュラム委員会 教育支援課教育推進グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度高等教育開発センター運営会議・各部門会議 教育支援課教育企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 学籍管理 平成25年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2014年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 学籍管理 平成25年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2014年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2013年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 平成25年度教員免許状更新講習支援室運営会議 教育支援課教育企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2013年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成25年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育企画グループ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度教務部門会議概要 教育支援課教育推進グループ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度全学教育機構運営会議概要 教育支援課教育推進グループ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度大学院部門会議 教育支援課教育推進グループ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度教員養成カリキュラム委員会 教育支援課教育推進グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
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2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度高等教育開発センター運営会議・各部門会議 教育支援課教育企画グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 学籍管理 平成26年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育推進グループ 2015年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 学籍管理 平成26年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育推進グループ 2015年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 平成26年度教員免許状更新講習支援室運営会議 教育支援課教育企画グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成26年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育企画グループ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成26年度教員免許課程認定申請書(平成28年度開設学部) 教育支援課教育企画グループ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成26年度教員免許課程認定申請書(平成28年度開設大学院) 教育支援課教育企画グループ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度身体等に障がいのある学生の支援委員会 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度教務部門会議概要① 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度教務部門会議概要② 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度全学教育機構運営会議概要 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度大学院部門会議 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度教員養成カリキュラム委員会 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度高等教育開発センター運営会議・各部門会議 教育支援課教育企画グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 文書管理 平成27年度 障害学生支援 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 学籍管理 平成27年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育企画グループ 2016年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 学籍管理 平成27年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育企画グループ 2016年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 平成27年度教員免許状更新講習支援室運営会議 教育支援課教育企画グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成27年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育企画グループ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成27年度教員免許課程認定申請書(平成29年度開設学部) 教育支援課教育企画グループ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 情報 システム システム運用 平成27年度教務情報システム 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 10年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 情報 システム システム運用 平成27年度学修ｅポートフォリオ 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 10年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 情報 システム システム運用 平成27年度授業収録システム 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 10年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 総括 生涯学習 平成27年度学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業 教育支援課企画グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 学外会議 平成27年度教育プログラム開発部会 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度教育プログラム開発委員会 教育支援課教育推進グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度身体等に障がいのある学生の支援委員会 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度教務部門会議概要① 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度教務部門会議概要② 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度全学教育機構運営会議概要 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度大学院部門会議 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度教員養成カリキュラム委員会 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度高等教育開発センター運営会議・各部門会議 教育支援課教育企画グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 文書 文書管理 平成28年度 障害学生支援 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 学籍管理 平成28年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育企画グループ 2017年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 学籍管理 平成28年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育企画グループ 2017年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 平成28年度教員免許状更新講習支援室運営会議 教育支援課教育企画グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成28年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育企画グループ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 教育改革・改善 総括 平成28年度大学教育再生加速プログラム（AP)関係文書 教育支援課教育企画グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 情報 システム システム運用 平成28年度教務情報システム 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 10年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 情報 システム システム運用 平成28年度学修ｅポートフォリオ 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 10年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 学外会議 平成28年度教育プログラム開発部会 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度教育プログラム開発委員会 教育支援課教育推進グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度専門部会等 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度身体等に障がいのある学生の支援委員会 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度教務部門会議概要① 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度全学教育機構運営会議概要 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度大学院部門会議 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度各種調査 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度ＴＯＥＩＣ関係 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度 障害学生支援 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成29年度中期目標・中期計画及び年度計画（教育関係） 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度教養関係 1/2 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度教養関係 2/2 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 教務 総括
平成29年度単位互換(芸短大，看護大，高専，APU，NBU，別府大学，教員養成８
大学，スーパー連携大学院）

教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 教務 総括 大学ＩＲコンソーシアム 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 教務関係 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2017年度 教育一般 総括 生涯学習 平成29年度大分高等教育協議会・とよのまなびコンソーシアムおおいた関係 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
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2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度各学部シラバス・時間割 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度各研究科シラバス・時間割 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度　職業とキャリア開発　1/3 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度　職業とキャリア開発　2/3 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度　職業とキャリア開発　3/3 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度　分大キャンパスライフ入門　1/3 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度　分大キャンパスライフ入門　2/3 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度　分大キャンパスライフ入門　3/3 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度学籍関係 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 非正規正 平成29年度科目等履修生関係 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 学外会議 平成29年度　会議関係（学外） 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム ガイドブック作成・校正 1/2 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム ガイドブック作成・校正 2/2 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 非正規正 平成29年度研究生関係 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 情報 システム システム運用 平成29年度教務情報システム 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 10年 2028年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 情報 システム システム運用 平成29年度学修ｅポートフォリオ 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 10年 2028年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 学外会議 平成29年度会議関係（学外） 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度収発件名簿 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度旅行命令簿・旅行報告書（教育支援課） 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度旅行命令簿・旅行報告書（福祉社会科学研究科） 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 人事 任免 非常勤職員等 平成29年度職員任用関係文書 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年出勤簿 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年休暇簿 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度超過勤務命令簿 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年週休日の割振及び半日勤務の割り振り変更簿 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度会計関係 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　謝金関係 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 学外会議 平成29年度教育プログラム開発部会 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度教育プログラム開発委員会 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度「おおいた創生」推進協議会（ＣＯＣ＋）単位互換 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度ＣＯＣ＋旅行命令簿 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度ＣＯＣ＋旅行報告書 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度ＣＯＣ＋謝金関係 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 学生表彰 平成29年度学生表彰関係 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度福祉社会科学研究科総務関係 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度福祉社会科学研究科学務関係 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度福祉社会科学研究科予算・会計関係 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度高等教育開発センター謝金綴り 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度高等教育開発センター　旅費綴り 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度高等教育開発センター運営会議・各部門会議 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 総括 生涯学習 平成29年度公開講座　１ 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 総括 生涯学習 平成29年度公開講座　２ 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 総括 生涯学習 平成29年度公開講座　３ 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度授業アンケート一般文書 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 総括 生涯学習 平成29年度一般文書（高等教育開発センター） 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度教員養成カリキュラム委員会 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 平成29年度教員免許状更新講習（文部科学省関係） 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 平成29年度教員免許状更新講習（一般文書） 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 平成29年度教員免許状更新講習支援室運営会議 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成29年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許 教員免許 平成29年度教職員等の資質・専門性向上委託事業関係 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 会計 平成29年度教員免許状更新講習(入金管理) 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 会計 平成29年度教員免許状更新講習(謝金) 教育支援課教育企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度専門部会等 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度身体等に障がいのある学生の支援委員会 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度教務部門会議概要 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度全学教育機構運営会議概要 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度大学院部門会議 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度各種調査 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度ＴＯＥＩＣ関係 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
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2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度 障害学生支援 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成30年度中期目標・中期計画及び年度計画（教育関係） 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度教養関係 1/2 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度教養関係 2/2 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 教務 総括
平成30年度単位互換(芸短大，看護大，高専，APU，NBU，別府大学，教員養成８
大学，スーパー連携大学院）

教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 教務 総括 大学ＩＲコンソーシアム 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 教務関係 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 総括 生涯学習 平成30年度大分高等教育協議会・とよのまなびコンソーシアムおおいた関係 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度各学部（教）シラバス・時間割 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度各学部（経・医・理工・福）・各研究科シラバス・時間割 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度　職業とキャリア開発　1/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度　職業とキャリア開発　2/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度　職業とキャリア開発　3/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度　分大キャンパスライフ入門　1/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度　分大キャンパスライフ入門　2/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度　分大キャンパスライフ入門　3/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 学外会議 平成30年度　会議関係（学外） 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム ガイドブック作成・校正 1/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム ガイドブック作成・校正 2/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム ガイドブック作成・校正 3/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度学籍関係 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 非正規生 平成30年度科目等履修生関係 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 非正規生 平成30年度研究生関係 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 情報 システム システム運用 平成30年度教務情報システム１ 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 10年 2029年03月31日 土曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 情報 システム システム運用 平成30年度教務情報システム２ 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 10年 2029年03月31日 土曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 情報 システム システム運用 平成30年度学修ｅポートフォリオ 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 10年 2029年03月31日 土曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 学外会議 国立大学教養教育実施組織会議及び事務協議会1/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 学外会議 国立大学教養教育実施組織会議及び事務協議会2/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 学外会議 国立大学教養教育実施組織会議及び事務協議会3/3 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 学外会議 平成30年度教育プログラム開発部会 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度教育プログラム開発委員会 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度「おおいた創生」推進協議会（ＣＯＣ＋）単位互換 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 学外会議 平成30年度学外会議 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度収発件名簿 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度旅行命令簿・旅行報告書（教育支援課） 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度旅行命令簿・旅行報告書（福祉社会科学研究科） 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度総務関係文書① 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度総務関係文書② 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度総務関係文書③ 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度文部科学省関係文書 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 人事 任免 非常勤職員等 平成30年度職員任用関係文書 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年出勤簿 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度会計文書 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　謝金関係 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 学生表彰 平成30年度学生表彰関係 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度福祉社会科学研究科総務関係 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度福祉社会科学研究科学務関係 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度福祉社会科学研究科予算・会計関係 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 福祉社会科学研究科教員公募関係 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度高等教育開発センター謝金綴り 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度高等教育開発センター　旅費綴り 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度高等教育開発センター運営会議・各部門会議 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 総括 生涯学習 平成30年度公開講座　１ 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 総括 生涯学習 平成30年度公開講座　２ 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 総括 生涯学習 平成30年度公開講座　３ 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度授業アンケート一般文書 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
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2018年度 教育一般 総括 生涯学習 平成30年度一般文書（高等教育開発センター） 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度教員養成カリキュラム委員会 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 平成30年度教員免許状更新講習（文部科学省関係） 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 平成30年度教員免許状更新講習（一般文書） 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 平成30年度教員免許状更新講習支援室運営会議 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成30年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成30年度教員免許課程認定申請書(平成32年度再課程認定) 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 課程認定 平成30年度教員免許課程認定申請書(平成32年度教育学研究科) 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 教員免許 平成30年度教職員等の資質・専門性向上委託事業関係 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 会計 平成30年度教員免許状更新講習(入金管理) 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 会計 平成30年度教員免許状更新講習(謝金) 教育支援課教育企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度専門部会等 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度身体等に障がいのある学生の支援委員会 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度教務部門会議概要 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度全学教育機構運営会議概要 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度大学院部門会議 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度各種調査 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度ＴＯＥＩＣ関係 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度 障害学生支援 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和元年度中期目標・中期計画及び年度計画（教育関係） 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度教養関係 1/2 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度教養関係 2/2 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 教務 総括
令和元年度単位互換(芸短大，看護大，高専，APU，NBU，別府大学，教員養成８
大学，スーパー連携大学院）

教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 教務 総括 大学ＩＲコンソーシアム 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 教務関係 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 総括 生涯学習 令和元年度大分高等教育協議会・とよのまなびコンソーシアムおおいた関係 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和元年度各学部シラバス・時間割 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和元年度各研究科シラバス・時間割 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和元年度　職業とキャリア開発　1/2 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和元年度　職業とキャリア開発　2/2 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和元年度　分大キャンパスライフ入門　1/4 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和元年度　分大キャンパスライフ入門　2/4 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和元年度　分大キャンパスライフ入門　3/4 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和元年度　分大キャンパスライフ入門　4/4 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 学外会議 令和元年度　会議関係（学外） 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム ガイドブック作成・校正 1/2 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム ガイドブック作成・校正 2/2 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 令和元年度学籍関係 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 非正規生 令和元年度科目等履修生関係 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 非正規生 令和元年度研究生関係 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 教務関係（新型コロナウイルス関係） 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 30年 2050年03月31日 木曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 移管
2019年度 情報 システム システム運用 令和元年度教務情報システム 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 10年 2030年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 情報 システム システム運用 令和元年度学修ｅポートフォリオ 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 10年 2030年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 学外会議 令和元年度教育プログラム開発部会 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度教育プログラム開発委員会 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度「おおいた創生」推進協議会（ＣＯＣ＋）単位互換 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 学外会議 令和元年度学外会議 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度旅行命令簿・旅行報告書（教育支援課） 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度旅行命令簿・旅行報告書（福祉社会科学研究科） 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度総務関係文書① 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度総務関係文書② 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度総務関係文書③ 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文部科学省関係文書 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 学生表彰 令和元年度学生表彰関係 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 文書管理
「若年者の消費者教育の推進に関する集中強化プラン」における若年者の消費者
教育推進のための実証的調査研究について

教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員等 令和元年度職員任用関係文書 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年出勤簿 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
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2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年休暇簿 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度超過勤務命令簿等 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年休日の振替に係る文書 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度会計文書 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　謝金関係 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度福祉社会科学研究科総務関係 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度福祉社会科学研究科学務関係 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度福祉社会科学研究科予算・会計関係 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 令和元年度福祉社会科学研究科入学生学籍簿 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 令和元年度福祉社会科学研究科入学生成績原簿 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 無期限  電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度高等教育開発センター謝金綴り 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度高等教育開発センター　旅費綴り 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度高等教育開発センター運営会議・各部門会議 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 総括 生涯学習 令和元年度公開講座　１ 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 総括 生涯学習 令和元年度公開講座　２ 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 総括 生涯学習 令和元年度公開講座　３ 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度授業アンケート一般文書 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 総括 生涯学習 令和元年度一般文書（高等教育開発センター） 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度教員養成カリキュラム委員会 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 令和元年度教員免許状更新講習（文部科学省関係） 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 令和元年度教員免許状更新講習（一般文書） 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 令和元年度教員免許状更新講習支援室運営会議 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許 教員免許 令和元年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許 教員免許 令和元年度教員免許課程認定申請書(令和3年度工学研究科) 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許 教員免許 令和元年度教職員等の資質・専門性向上委託事業関係 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 会計 令和元年度教員免許状更新講習(入金管理) 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 会計 令和元年度教員免許状更新講習(謝金) 教育支援課教育企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 会議 総括 平成27年度ＣＯＣ＋会議関係 社会連携推進課 2016年4月1日 9年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 会議 総括 平成27年度「おおいた創生」推進協議会関係 社会連携推進課 2016年4月1日 9年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 会議 総括 平成27年度ＣＯＣ＋準備関係綴 社会連携推進課 2016年4月1日 9年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 会計 資金管理 資金管理 平成27年度ＣＯＣ＋旅費・謝金関係 社会連携推進課 2016年4月1日 9年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 会計 総括 総括 平成27年度大学改革推進等補助金関係 社会連携推進課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 文書管理 平成27年度学内関係綴 社会連携推進課 2016年4月1日 9年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 総括 総括 平成28年度大分大学地域創生シンポジウム関係 研究・社会連携課 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 総括 総括 平成28年度COC+事業計画書に基づく実地状況報告書等関係 研究・社会連携課 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 総括 平成28年度ＣＯＣ＋会議関係 研究・社会連携課 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 総括 総括 平成28年度「おおいた創生」推進協議会関係 研究・社会連携課 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 会計 資金管理 資金管理 平成28年度ＣＯＣ＋旅費・謝金関係 研究・社会連携課 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 会計 総括 総括 平成28年度大学改革推進等補助金関係 研究・社会連携課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 文書 文書管理 平成28年度学内関係綴 研究・社会連携課 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 総括 総括 平成29年度九州・沖縄ＣＯＣ/ＣＯＣ＋合同シンポジウム 研究・社会連携課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 総括 総括 平成29年度地域創生大学等連携プロジェクト支援事業 研究・社会連携課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 総括 総括 平成29年度「おおいた創生」推進協議会　入退会関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度ＣＯＣ＋中間評価関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度ＣＯＣ＋調査・報告等 研究・社会連携課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 総括 総括
平成29年度私たちが創る　おおいた創生シンポジウム（地方創生大学等連携プロ
ジェクト支援事業成果報告会）

研究・社会連携課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 総括 平成29年度ＣＯＣ＋会議関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 総括 総括 平成29年度「おおいた創生」推進協議会関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度ＣＯＣ＋旅費・謝金関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 会計 総括 総括 平成29年度大学改革推進等補助金関係 研究・社会連携課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 総括 総括 2018年度　おおいた創生シンポジウム 研究・社会連携課 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 総括 総括 平成３０年度地域創生大学等連携プロジェクト支援事業 研究・社会連携課 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 総括 平成３０年度ＣＯＣ＋会議関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成３０年度ＣＯＣ＋旅費・謝金関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 会計 総括 総括 平成３０年度大学改革推進等補助金関係 研究・社会連携課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成３０年度ＣＯＣ＋調査・報告等 研究・社会連携課 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 総括 総括 2019年度　おおいた創生シンポジウム 教育支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 総括 総括 令和元年度地域活性化事業 教育支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 総括 令和元年度ＣＯＣ＋会議関係 教育支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 令和元年度ＣＯＣ＋旅費・謝金関係 教育支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 令和元年度大学改革推進等補助金関係 教育支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度ＣＯＣ＋調査・報告等 教育支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 総括 令和2年度教育マネジメント機構 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
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2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度専門部会等 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度身体等に障がいのある学生の支援委員会 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度教務委員会議事概要 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度教養教育委員会議事概要 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度大学院委員会 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度各種調査 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度ＴＯＥＩＣ関係 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度 障害学生支援 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和2年度中期目標・中期計画及び年度計画（教育関係） 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度教養関係 1/2 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度教養関係 2/2 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度教養関係 3/3 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 教務 総括
令和2年度単位互換(芸短大，看護大，高専，APU，NBU，別府大学，教員養成８
大学，スーパー連携大学院）

教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 教務 総括 大学ＩＲコンソーシアム 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 教務関係（新型コロナウイルス関係） 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 30年 2051年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 移管

2020年度 教育一般 総括 生涯学習 令和2年度大分高等教育協議会・とよのまなびコンソーシアムおおいた関係 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度各学部シラバス・時間割 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度各研究科シラバス・時間割 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度　職業とキャリア開発 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度　分大キャンパスライフ入門 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 学外会議 令和2年度　会議関係（学外） 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム ガイドブック作成・校正 1/2 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム ガイドブック作成・校正 2/2 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和2年度学籍関係 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 非正規生 令和2年度科目等履修生関係 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 非正規生 令和2年度研究生関係 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 新型コロナウイルス関係 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 情報 システム システム運用 令和2年度教務情報システム 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 情報 システム システム運用 令和2年度学修ｅポートフォリオ 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 情報 システム システム運用 ノートパソコン必携化 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 情報 システム システム運用 授業目的公衆送信補償金制度 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 学外会議 令和2年度教育プログラム開発部会 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度教育プログラム開発委員会 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度「おおいた創生」推進協議会（ＣＯＣ＋）単位互換 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 学外会議 令和2年度学外会議 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度旅行命令簿・旅行報告書（教育支援課） 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度旅行命令簿・旅行報告書（福祉社会科学研究科） 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度教育マネジメント機構総務関係文書 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度総務関係文書① 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度総務関係文書② 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度総務関係文書③ 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文部科学省関係文書 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 学生生活 学生表彰 令和2年度学生表彰関係 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 人事 任免 非常勤職員等 令和2年度職員任用関係文書 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年出勤簿 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年休暇簿 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度超過勤務命令簿等 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年休日の振替に係る文書 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和2年度会計文書 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和2年度　謝金関係 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度福祉社会科学研究科研究科委員会 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度福祉社会科学研究科関係 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度福祉社会科学研究科学務関係 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 兼業 令和2年度高等教育開発センター兼業関係 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度高等教育開発センター謝金綴り 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度高等教育開発センター　旅費綴り 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度高等教育開発センター運営会議・各部門会議 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 総括 生涯学習 令和2年度公開講座　１ 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 総括 生涯学習 令和2年度公開講座　２ 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
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2020年度 教育一般 総括 生涯学習 令和2年度公開講座　３ 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度高等教育開発センターFD講演会・研修会関係 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度授業アンケート一般文書 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 文書 文書管理 令和2年度一般文書（高等教育開発センター） 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 総括 総括 令和2年度高等教育開発センター新型コロナウイルス感染症関係 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 移管
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度教員養成カリキュラム委員会 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 令和2年度教員免許状更新講習（文部科学省関係） 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 令和2年度教員免許状更新講習（一般文書） 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 令和2年度教員免許状更新講習支援室運営会議 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 教員免許 教員免許 令和2年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 会計 令和2年度教員免許状更新講習(入金管理) 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 会計 令和2年度教員免許状更新講習(謝金) 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 兼業 令和2年度ＣＯＣ＋兼業関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2021年4月1日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 総括 総括 令和2年度地域活性化事業 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 総括 令和2年度ＣＯＣ＋会議関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度ＣＯＣ＋旅費・謝金関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度ＣＯＣ＋調査・報告等 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 総括 令和3年度教育マネジメント機構 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度専門部会等 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度身体等に障がいのある学生の支援委員会 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度教務委員会議事概要 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度教養教育委員会議事概要 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度大学院委員会 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度各種調査 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度ＴＯＥＩＣ関係 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度 障害学生支援 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和3年度中期目標・中期計画及び年度計画（教育関係） 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度教養関係 1/2 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度教養関係 2/2 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度教養関係 3/3 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 教務 総括
令和3年度単位互換(芸短大，看護大，高専，APU，NBU，別府大学，教員養成８
大学，スーパー連携大学院）

教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度大学ＩＲコンソーシアム 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度教務関係（新型コロナウイルス関係） 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 移管

2021年度 教育一般 総括 生涯学習 令和3年度大分高等教育協議会・とよのまなびコンソーシアムおおいた関係 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度各学部シラバス・時間割 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度各研究科シラバス・時間割 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度　職業とキャリア開発 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度　分大キャンパスライフ入門 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 学外会議 令和3年度　会議関係（学外） 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム ガイドブック作成・校正 1/2 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム ガイドブック作成・校正 2/2 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度学籍関係 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 非正規生 令和3年度科目等履修生関係 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 非正規生 令和3年度研究生関係 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 新型コロナウイルス関係 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 情報 システム システム運用 令和3年度教務情報システム 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 情報 システム システム運用 令和3年度学修ｅポートフォリオ 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 情報 システム システム運用 令和3年度ノートパソコン必携化 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 情報 システム システム運用 令和3年度授業目的公衆送信補償金制度 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 学外会議 令和3年度教育プログラム開発部会 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度教育プログラム開発委員会 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度おおいた地域連携プラットフォーム単位互換 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和3年度ＣＯＣ＋兼業関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 総括 総括 令和3年度地域活性化事業 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 総括 令和3年度ＣＯＣ＋会議関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度ＣＯＣ＋旅費・謝金関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度ＣＯＣ＋調査・報告等 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 学外会議 令和3年度学外会議 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度旅行命令簿・旅行報告書（教育支援課） 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度教育マネジメント機構総務関係文書 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度教育マネジメント機構運営会議・人事会議 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 30年 2052年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度教育マネジメント機構調整会議・理事室会議 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
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国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度総務関係文書① 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度総務関係文書② 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度総務関係文書③ 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度一般文書 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 1年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文部科学省関係文書 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度業務郵便物発送請求書 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度収発件名簿 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 電子 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度教育支援課自動車入構証申請書受渡表 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度自家用車業務使用管理簿・公用自動車運転承認簿 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 学生生活 学生表彰 令和3年度学生表彰関係 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 人事 任免 非常勤職員等 令和3年度職員任用関係文書 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年出勤簿 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年休暇簿 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度超過勤務命令簿等 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年休日の振替に係る文書 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 タクシーチケット受払簿 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度会計文書 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度　謝金関係 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和3年度高等教育開発センター兼業関係 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度高等教育開発センター謝金綴り 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度高等教育開発センター　旅費綴り 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度高等教育開発センター運営会議・各部門会議 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 生涯学習
令和3年度おおいた地域連携プラットフォーム教育プログラム開発部会生涯学習
支援ワーキンググループ関係

教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和3年度教育マネジメント機構教学マネジメント室・基盤教育センター兼業関係 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 兼業終了後3年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度教育マネジメント機構教学マネジメント室・基盤教育センター謝金綴り 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度教育マネジメント機構教学マネジメント室・基盤教育センター旅費綴り 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 全学会議
令和3年度教育マネジメント機構教学マネジメント室ＦＤ委員会・基盤教育センター
生涯学習推進委員会

教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 生涯学習 令和3年度公開講座① 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 総括 生涯学習 令和3年度公開講座②２分冊中の１ 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 総括 生涯学習 令和3年度公開講座②２分冊中の２ 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度教育マネジメント機構教学マネジメント室FD講演会・研修会関係 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度授業アンケート一般文書 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 文書 文書管理
令和3年度一般文書１（教育マネジメント機構教学マネジメント室・基盤教育セン
ター）

教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 文書 文書管理
令和3年度一般文書２（教育マネジメント機構教学マネジメント室・基盤教育セン
ター）

教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 文書 文書管理
令和3年度一般文書３（教育マネジメント機構教学マネジメント室・基盤教育セン
ター）

教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 総括 総括
令和3年度教育マネジメント機構教学マネジメント室・基盤教育センター新型コロナ
ウイルス感染症関係

教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 移管

2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度教員養成カリキュラム委員会 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 令和3年度教員免許状更新講習（文部科学省関係） 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 令和3年度教員免許状更新講習（一般文書） 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教員免許更新 令和3年度教員免許状更新講習支援室運営会議 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 10年 2032年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教員免許 令和3年度教員免許課程認定関係 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 会計 令和3年度教員免許状更新講習(謝金) 教育支援課教育企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度内部質保証委員会 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度内部質保証委員会 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度学長戦略経費教育改革推進プロジェクト 教育支援課教育企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度高大接続実施委員会 教育支援課教育推進グループ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度高大接続実施委員会 教育支援課教育推進グループ 2021年4月1日 5年 2026年03月31日 火曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度高大接続実施委員会 教育支援課教育推進グループ 2020年4月1日 5年 2025年03月31日 月曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度高大接続実施委員会 教育支援課教育推進グループ 2019年4月1日 5年 2024年03月31日 日曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度高大接続実施委員会 教育支援課教育推進グループ 2018年4月1日 5年 2023年03月31日 金曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和3年度兼業関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 兼業終了後3年 2026年3月31日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 総括 総括 令和3年度地域活性化事業 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 総括 令和3年度会議関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄

兼業終了後3年
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2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度旅費・謝金関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度調査・報告等 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和3年度ＣＯＣ＋兼業関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 総括 総括 令和3年度地域活性化事業 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 総括 令和3年度ＣＯＣ＋会議関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度ＣＯＣ＋旅費・謝金関係 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度ＣＯＣ＋調査・報告等 教育支援課地域連携プラットフォーム推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022年4月1日 5年 2027年03月31日 水曜日 紙 事務室 教育支援課 教育支援課長 廃棄
1992年度 （旧）生活支援課 法規 部局規程等 平成4年度規程・細則・内規等関係 厚生課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1992年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 平成4年度公印作成・改廃関係 厚生課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1993年度 （旧）生活支援課 法規 部局規程等 平成5年度規程・細則・内規等関係 厚生課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1993年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 平成5年度公印作成・改廃関係 厚生課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1994年度 （旧）生活支援課 法規 部局規程等 平成6年度規程・細則・内規等関係 厚生課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1994年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 平成6年度公印作成・改廃関係 厚生課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1995年度 （旧）生活支援課 法規 部局規程等 平成7年度規程・細則・内規等関係 厚生課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1995年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 平成7年度公印作成・改廃関係 厚生課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1995年度 （旧）生活支援課 保健管理センター 総括 医療法上の手続関係 厚生課 1996年4月1日 無期限 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1996年度 （旧）生活支援課 法規 部局規程等 平成8年度規程・細則・内規等関係 厚生課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1996年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 平成8年度公印作成・改廃関係 厚生課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1997年度 （旧）生活支援課 法規 部局規程等 平成9年度規程・細則・内規等関係 厚生課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1997年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 平成9年度公印作成・改廃関係 厚生課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1998年度 （旧）生活支援課 法規 部局規程等 平成10年度規程・細則・内規等関係 厚生課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1998年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 平成10年度公印作成・改廃関係 厚生課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1999年度 （旧）生活支援課 法規 部局規程等 平成11年度規程・細則・内規等関係 学生サービス課 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
1999年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 平成11年度公印作成・改廃関係 学生サービス課 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2000年度 （旧）生活支援課 法規 部局規程等 平成12年度規程・細則・内規等関係 学生サービス課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2000年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 平成12年度公印作成・改廃関係 学生サービス課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2001年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 平成13年度公印作成・改廃関係 学生サービス課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2001年度 （旧）生活支援課 法規 部局規程等 平成13年度規程・細則・内規等関係 学生サービス課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2002年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 平成14年度公印作成・改廃関係 学生サービス課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2002年度 （旧）生活支援課 法規 部局規程等 平成14年度規程・細則・内規等関係 学生サービス課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2003年度 （旧）生活支援課 文書 公印作成・改廃 公印簿 生活支援課 2004年4月1日 無期限 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2004年度 文書 公印簿 生活支援課 2005年4月1日 無期限 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2005年度 文書 公印簿 学生支援課 2006年4月1日 無期限 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2007年度 国際交流 会議 会議関係 平成19年度国際教育研究センター運営委員会 国際交流課専門職員 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2012年度 管理一般 総括 総括 平成24年度予算関係 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度メンタルヘルス専門委員会関係 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度保健管理センター運営委員会関係 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2012年度 管理一般 文書 文書管理 平成24年度看護科学大学・初期体験実習 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2012年度 会計 総括 総括 平成24年度経理・施設関係 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2012年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成24年度日本学生支援機構関係 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2012年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成24年度日本学生支援機構関係（大学院） 学生支援課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2012年度 国際交流 留学生 総括 平成24年度国際教育研究センター運営委員会 国際交流課留学生係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2012年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成24年度大使館推薦 国際交流課留学生係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2012年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成24年度国費・学習奨励費　手続・在籍確認 国際交流課留学生係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2012年度 国際交流 留学生 政府派遣留学生 平成24年度政府派遣 国際交流課留学生係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2012年度 国際交流 留学生 外国人研究生 平成24年度大学推薦関係 国際交流課留学生係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2012年度 国際交流 留学生 生活支援 平成24年度留学生経費関係 国際交流課留学生係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度学生支援部門会議 学生・キャリア支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2013年度 管理一般 統計 調査統計 平成25年度調査・報告① 学生・キャリア支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2013年度 管理一般 統計 調査統計 平成25年度調査・報告② 学生・キャリア支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2013年度 管理一般 統計 調査統計 平成25年度調査・報告③ 学生・キャリア支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2013年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成25年度日本学生支援機構【推薦】 学生・キャリア支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2013年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成25年度日本学生支援機構【異動】 学生・キャリア支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2013年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成25年度日本学生支援機構【適格認定】 学生・キャリア支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2013年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成25年度日本学生支援機構【返還誓約書】 学生・キャリア支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2013年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成25年度日本学生支援機構（大学院）【予約採用】 学生・キャリア支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2013年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成25年度日本学生支援機構（大学院）【定期採用】 学生・キャリア支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2013年度 国際交流 留学生 総括 平成25年度国際教育研究センター運営委員会NO.1 国際交流課留学生係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2013年度 国際交流 留学生 総括 平成25年度国際教育研究センター運営委員会NO.2 国際交流課留学生係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2013年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成25年度大使館推薦 国際交流課留学生係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2013年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成25年度国費・学習奨励費　手続・在籍確認 国際交流課留学生係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2013年度 国際交流 留学生 政府派遣留学生 平成25年度政府派遣NO.1 国際交流課留学生係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2013年度 国際交流 留学生 政府派遣留学生 平成25年度政府派遣NO.2 国際交流課留学生係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2013年度 国際交流 留学生 外国人研究生 平成25年度大学推薦関係NO.1 国際交流課留学生係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2013年度 国際交流 留学生 外国人研究生 平成25年度大学推薦関係NO.2 国際交流課留学生係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2013年度 国際交流 留学生 外国人研究生 平成25年度大学推薦関係NO.3 国際交流課留学生係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2013年度 国際交流 留学生 生活支援 平成25年度留学生経費関係 国際交流課留学生係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度学生支援部門会議 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2014年度 管理一般 統計 調査統計 平成26年度調査・報告① 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄

兼業終了後3年
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2014年度 管理一般 統計 調査統計 平成26年度調査・報告② 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2014年度 管理一般 統計 調査統計 平成26年度調査・報告③ 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成26年度日本学生支援機構【推薦】 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成26年度日本学生支援機構【異動】 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成26年度日本学生支援機構【適格認定】 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成26年度日本学生支援機構【返還誓約書】 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成26年度日本学生支援機構（大学院）【予約採用】 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成26年度日本学生支援機構（大学院）【定期採用】 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2014年度 国際交流 留学生 総括 平成26年度国際教育研究センター運営委員会 国際交流課留学生係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2014年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成26年度大使館推薦 国際交流課留学生係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2014年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成26年度国費・学習奨励費　手続・在籍確認 国際交流課留学生係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2014年度 国際交流 留学生 政府派遣留学生 平成26年度政府派遣 国際交流課留学生係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2014年度 国際交流 留学生 外国人留学生 平成26年度大学推薦NO.1 国際交流課留学生係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2014年度 国際交流 留学生 外国人留学生 平成26年度大学推薦NO.2 国際交流課留学生係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 学生支援 総括 平成２６年度～　研究倫理審査委員会関係 学生支援課 2015年4月1日 14年 2029年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 学生生活 総括 平成27年度学生カード（医） 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度学生支援部門会議 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 統計 調査統計 平成27年度調査・報告① 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 統計 調査統計 平成27年度調査・報告② 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 統計 調査統計 平成27年度調査・報告③ 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成27年度日本学生支援機構【推薦】 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成27年度日本学生支援機構【異動】 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成27年度日本学生支援機構【適格認定】 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成27年度日本学生支援機構【返還誓約書】 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成27年度日本学生支援機構（大学院）【予約採用】 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成27年度日本学生支援機構（大学院）【定期採用】 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2015年度 国際交流 留学生 総括 平成27年度国際教育研究センター運営委員会 国際交流課留学生係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2015年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成27年度大使館推薦NO.1（中国赴）（日韓共同理工系学部） 国際交流課留学生係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2015年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成27年度大使館推薦NO.2（中国赴）（日韓共同理工系学部） 国際交流課留学生係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2015年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成27年度国費・学習奨励費　手続・在籍確認 国際交流課留学生係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2015年度 国際交流 留学生 政府派遣留学生 平成27年度政府派遣（ＪＩＣＡ） 国際交流課留学生係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2015年度 国際交流 留学生 外国人留学生 平成27年度大学推薦NO.1（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム）国際交流課留学生係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2015年度 国際交流 留学生 外国人留学生 平成27年度大学推薦NO.2（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム）国際交流課留学生係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2015年度 国際交流 留学生 学生海外派遣・受入 平成27年度江漢大学3＋１プログラム関係 国際交流課副課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 学生生活 総括 平成28年度学生カード（医） 学生支援課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度学生支援部門会議 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 統計 調査統計 平成28年度調査・報告① 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 統計 調査統計 平成28年度調査・報告② 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 統計 調査統計 平成28年度調査・報告③ 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 統計 調査統計 平成28年度調査・報告④ 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 学生支援 総括 平成28年度熊本地震関係 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成28年度大分大学修学支援事業基金関係 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成28年度日本学生支援機構【推薦】 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成28年度日本学生支援機構【異動】 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成28年度日本学生支援機構【適格認定】 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成28年度日本学生支援機構【返還誓約書】 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成28年度日本学生支援機構（大学院）【予約採用】 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成28年度日本学生支援機構（大学院）【定期採用】 学生支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2016年度 国際交流 留学生 総括 平成28年度国際教育研究センター運営委員会 国際交流課留学生係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2016年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成28年度大使館推薦（中国赴）（日韓共同理工系学部） 国際交流課留学生係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2016年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成28年度国費・学習奨励費　手続・在籍確認 国際交流課留学生係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2016年度 国際交流 留学生 政府派遣留学生 平成28年度政府派遣（ＪＩＣＡ） 国際交流課留学生係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2016年度 国際交流 留学生 外国人留学生 平成28年度大学推薦NO.1（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム）国際交流課留学生係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2016年度 国際交流 留学生 外国人留学生 平成28年度大学推薦NO.2（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム）国際交流課留学生係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2016年度 国際交流 留学生 学生海外派遣・受入 平成28年度江漢大学3＋１プログラム関係 国際交流課留学生係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2016年度 人事 任免 総括 平成28年度教員任免記録 学生支援課 2017年4月1日 無期限 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 公印 平成29年度公印使用簿 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 通知 平成29年度通知文書 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 相談・指導 平成29年度学生事件・事故関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度学生生活実態調査ＷＧ 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度休暇簿 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度振替簿 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度勤務時間 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度収発件名簿（学生支援・奨学支援グループ） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令・出張報告書（学生支援・奨学支援グループ） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
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2017年度 教育一般 学生生活 総括 平成29年度学生カード（教） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 総括 平成29年度学生カード（経） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 総括 平成29年度学生カード（理）Ｎｏ．１ 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 総括 平成29年度学生カード（理）Ｎｏ．２ 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 総括 平成29年度学生カード（福） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 総括 平成29年度学生カード（院） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 総括 平成29年度学生カード（工院） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 総括 平成29年度福利施設 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 相談・指導 平成29年度キャンパスライフなんでも相談 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 相談・指導 平成29年度ぴあＲＯＯM 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 課外活動 平成29年度課外活動 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 課外活動 平成29年度サークル構成員名簿 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 課外活動 平成29年度活き2プロジェクト 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 平成29年度学生寮 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 平成29年度学生寮選考① 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 平成29年度学生寮選考② 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 学生支援 学生の保険 平成29年度学研災 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度学内ワークスタディ 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成29年度入学料免除 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成29年度授業料免除【前期】 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成29年度授業料免除【後期】 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成29年度債権 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成29年度入学料・授業料奨学融資 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構【推薦】 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構【異動・変更等】 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構【適格認定】 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構【返還誓約書】 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構（大学院）【予約採用関係】 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構（大学院）【定期採用関係】 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度各種奨学金 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度通知文書関係綴　Ｎｏ１ 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度通知文書関係綴　Ｎｏ２ 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度学生定期健康診断関係綴 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度概算要求（学内要求）関係資料の提出について 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度旅行命令簿 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度センター運営・メンタル委員会関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度予算関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度勤務時間報告関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度兼業関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度　休暇簿等 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度　出勤簿 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度　新入生ガイダンス関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構　（学部）【予約採用関係】 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構　（学部）【定期採用関係】 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構　第一種奨学金　大学院返還免除申請関係 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構　貸与奨学金返還確認票／リレー口座加入申込書控 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構　採用名簿 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構　通知・その他 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構　報告・調査・提出 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度日本学生支援機構　在学猶予関係（在学届） 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度休暇簿等 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 私費外国人留学生 平成29度大分県私費外国人留学生助成事業 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 私費外国人留学生 平成29年度文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度各種奨学金NO.1 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度各種奨学金NO.2 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度各種奨学金NO.3 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度国際交流会館・留学生寄宿舎入居時書類等 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度寮費関係 (会館・寄宿舎) 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度大分市営住宅 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度留学生住宅総合補償 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 在留資格 平成29年度資格外活動認可申請関係 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 在留資格 平成29年度在留期間更新 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 在留資格 平成29年度在留資格認定証明書交付申請（CoE) 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度債権発生関係 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度会館チューター謝金 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 学生海外派遣・受入 平成29年度留学生の就職支援・高等教育機関ネットワーク会議 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度留学生ホームステイプログラム 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度照会・通知文書NO.1 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度照会・通知文書NO.2 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
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2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度照会・通知文書NO.3 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 総括 H29年度収発件名簿 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 生活支援 平成29年度国際交流会館等入居者選考委員会 国際交流課留学生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 国際交流 総括 平成29年度国際教育・交流係綴① 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 国際交流 総括 平成29年度国際教育・交流係綴② 国際交流課国際教育・交流係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 総括 平成29年度学生カード（医） 学生支援課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度学生支援部門会議 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度調査・報告① 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度調査・報告② 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度調査・報告③ 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度調査・報告④ 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 総括 平成29年度九州北部豪雨・台風18号関係 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成29年度大分大学修学支援事業基金関係 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度　調査・報告⑤ 学生支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 総括 平成29年度国際教育研究センター運営委員会 国際交流課留学生係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成29年度大使館推薦（中国赴）（日韓共同理工系学部） 国際交流課留学生係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成29年度国費・学習奨励費　手続・在籍確認 国際交流課留学生係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 政府派遣留学生 平成29年度政府派遣（ＪＩＣＡ） 国際交流課留学生係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2017年度 国際交流 留学生 外国人留学生 平成29年度大学推薦NO.1（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム）国際交流課留学生係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2017年度 国際交流 留学生 外国人留学生 平成28年度大学推薦NO.2（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム）国際交流課留学生係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2017年度 国際交流 留学生 学生海外派遣・受入 平成29年度江漢大学3＋１プログラム関係 国際交流課留学生係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生生活 課外活動 平成29年度蒼稜祭 学生支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2021/3/31延長期間：2年

2018年度 教育一般 学生生活 課外活動 平成30年度蒼稜祭 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2022/3/31延長期間：2年

2018年度 管理一般 総括 公印 平成30年度公印使用簿 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 通知 平成30年度通知文書 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度概算要求（学内要求）関係資料 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度事務委託預り金　月次報告綴 学生支援課 2019年4月2日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成３０年度寄附金関連 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 総括 平成30年度生協関連 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 会計 総括 総括 平成30年度タクシーチケット受払簿 学生支援課 2019年4月2日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 相談・指導 平成30年度学生事件・事故関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度学生生活実態調査ＷＧ 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度出勤簿 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度休暇簿 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度振替簿 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度勤務時間関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度収発件名簿（学生支援・奨学支援グループ） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令・出張報告書 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 総括 平成30年度学生カード（教） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 総括 平成30年度学生カード（経） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 総括 平成30年度学生カード（理）Ｎｏ．１ 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 総括 平成30年度学生カード（理）Ｎｏ．２ 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 総括 平成30年度学生カード（福） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 総括 平成30年度学生カード（院） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 総括 平成30年度学生カード（工院） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 総括 平成30年度福利施設 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 相談・指導 平成30年度キャンパスライフなんでも相談 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 相談・指導 平成30年度ぴあＲＯＯM① 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 課外活動 平成30年度課外活動 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 課外活動 平成30年度サークル構成員名簿 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 課外活動 平成30年度活き2プロジェクト 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 平成30年度学生寮 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 平成30年度学生寮選考① 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 平成30年度学生寮選考② 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 学生支援 学生の保険 平成30年度学研災 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度学内ワークスタディ 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成30年度入学料免除 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成30年度授業料免除 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成30年度債権 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成30年度入学料・授業料奨学融資 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構【推薦】 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構【異動・変更等】 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構【適格認定】 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構【返還誓約書】 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構（大学院）【予約採用関係】 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構（大学院）【定期採用関係】 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度各種奨学金 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度通知文書関係　Ｎｏ１ 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
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2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度通知文書関係　Ｎｏ２ 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度学生定期健康診断関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度旅行命令簿 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度センター会議・運営委員会・メンタルヘルス委員会関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度予算関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度勤務時間報告書 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度兼業委嘱状 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度　休暇簿 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度　出勤簿 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保健管理センター 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 総括 平成30年度　新入生ガイダンス関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構　（学部）【予約採用関係】 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構　（学部）【定期採用関係】 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構　第一種奨学金　大学院返還免除申請関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構　貸与奨学金返還確認票／リレー口座加入申込書控 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構　採用名簿 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構　通知・その他 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構　報告・調査・提出 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構　在学猶予関係（在学届） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度日本学生支援機構　予約奨学金（給付奨学金） 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 相談・指導 平成30年度ぴあＲＯＯＭ②・なんでも相談 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 課外活動 平成30年度学生支援協力金② 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度学生交流会館関係 学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度予算関係 国際交流課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度人事関係 国際交流課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度国際交流課副課長① 国際交流課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度国際交流課副課長② 国際交流課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度江漢大学３＋１関係 国際交流課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度外国人留学生友の会関係 国際交流課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度第3期中期目標・中期計画 国際交流課副課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 留学生 私費外国人留学生 平成30年度大分県私費外国人留学生助成事業 国際交流課留学生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 留学生 私費外国人留学生 平成30年度文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度 国際交流課留学生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 留学生 生活支援 平成30年度各種奨学金NO.1 国際交流課留学生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 留学生 生活支援 平成30年度各種奨学金NO.2 国際交流課留学生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 留学生 生活支援 平成30年度留学生係綴NO.1 国際交流課留学生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 留学生 生活支援 平成30年度一般文書NO.1 国際交流課留学生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 留学生 生活支援 平成30年度一般文書NO.2 国際交流課留学生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 留学生 生活支援 平成30年度一般文書NO.3 国際交流課留学生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度国際教育・交流係綴① 国際交流課国際教育・交流係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度国際教育・交流係綴② 国際交流課国際教育・交流係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 総括 平成30年度学生カード（医） 学生支援課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度学生支援部門会議 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度調査・報告① 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度調査・報告② 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度調査・報告③ 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度調査・報告④ 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度調査・報告⑤ 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生支援 奨学金 平成30年度大分大学修学支援事業基金関係 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成30年度災害関係 学生支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 留学生 総括 平成30年度国際教育研究センター運営委員会 国際交流課留学生係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成30年度大使館推薦（中国赴）（日韓共同理工系学部） 国際交流課留学生係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 平成30年度国費・学習奨励費　在籍確認簿 国際交流課留学生係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2018年度 国際交流 留学生 政府派遣留学生 平成30年度政府派遣（ＪＩＣＡ） 国際交流課留学生係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2018年度 国際交流 留学生 外国人留学生 平成30年度大学推薦NO.1（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム）国際交流課留学生係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2018年度 国際交流 留学生 外国人留学生 平成30年度大学推薦NO.2（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム）国際交流課留学生係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 学生生活 相談・指導 平成30年度学生の懲戒又は教育的措置に係る全学調査委員会関係 学生支援課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 学生支援課事務室 学生支援課 学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度規則制定関係 国際交流課副課長 2019年4月1日 30年 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度会議等資料 国際交流課副課長 2019年4月1日 1年 紙 事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 総括 2019年度車両入構証① 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 総括 2019年度車両入構証② 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 任免 非常勤職員等 2019年度非常勤職員任免記録 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度体育施設使用願①② 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度学生会館・合宿研究所使用申込書・共用施設時間外使用願 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度掲示物設置（立て看板・ポスター） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度鍵使用簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度課外活動物品借用書 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度遠征・合宿・開催・ボランティア・結果報告書 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度臨時車両入構証 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
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2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度印刷物刊行・配布届 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度学生支援協力金 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度蒼稜祭 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度兼業手続関係 学生・留学生支援課副課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和元年度　海外旅行保険　包括契約関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 令和元年度ボランティア関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 学生支援 学生の保険 2019年度学研災 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2019年度学生寮 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2019年度学生寮選考 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2019年度学生寮入寮許可通知 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2019年度学生寮一時金返還・退寮後メンテナンス 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 公印 2019年度公印使用簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 通知 2019年度通知文書① 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 通知 2019年度通知文書② 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 2019年度予算関係書類綴 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 2019年度事務委託預り金 月次報告綴 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 2019年度寄附金関連 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 総括 2019年度生協関連 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 2019年度タクシーチケット受払簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度出勤簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度休暇簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度振替簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度勤務時間関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 2019年度旅行命令・出張報告書 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 総括 2019年度年度学生カード（教） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 総括 2019年度年度学生カード（経） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 総括 2019年度年度学生カード（理）Ｎｏ．１ 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 総括 2019年度年度学生カード（理）Ｎｏ．２ 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 総括 2019年度年度学生カード（福） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 総括 2019年度年度学生カード（院） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 総括 2019年度年度学生カード（工院） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 相談・指導 2019年度ぴあルーム連絡会 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 相談・指導 2019年度謝金実施伺い及び報告① 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 相談・指導 2019年度謝金実施伺い及び報告② 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度サークル構成員名簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度準公認サークル結成・更新届 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度外部指導者 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度課外活動専門部会 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度第７０回九州地区大学体育大会 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 UNIVAS (一般社団法人大学スポーツ協会) 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度課外活動 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和元年度活き2プロジェクト 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和元年度入学料免除 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和元年度授業料免除 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和元年度債権 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和元年度入学料・授業料奨学融資 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構【推薦】学部生 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構【推薦】大学院生 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構【異動・変更等】 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構（大学院）【予約奨学金】 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構（大学院）【定期採用関係】 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度各種奨学金 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構　第一種奨学金　大学院返還免除申請関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構　リレー口座加入申込書控 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構　予約奨学金（給付奨学金） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構【返還誓約書】 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構【適格認定】 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構　通知・その他 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構　報告・調査・提出 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度予算関係 学生・留学生支援課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度人事関係 学生・留学生支援課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度国際交流課副課長① 学生・留学生支援課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度国際交流課副課長② 学生・留学生支援課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度江漢大学３＋１関係 学生・留学生支援課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度外国人留学生友の会関係 学生・留学生支援課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度第3期中期目標・中期計画 学生・留学生支援課副課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 留学生 私費外国人留学生 令和元年度大分県私費外国人留学生助成事業 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 留学生 私費外国人留学生 令和元年度文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 留学生 生活支援 令和元年度各種奨学金NO.1 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
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2019年度 国際交流 留学生 生活支援 令和元年度各種奨学金NO.2 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 留学生 生活支援 令和元年度留学生係綴NO.1 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 留学生 生活支援 令和元年度一般文書NO.1 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 留学生 生活支援 令和元年度一般文書NO.2 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 留学生 生活支援 令和元年度一般文書NO.3 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度旅行命令 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度一般謝金 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度チューター謝金 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度チューター謝金　活動報告書 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度勤務時間管理 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年・令和元年度　出勤簿（国際交流課） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年・平成30年度　出勤簿（国際教育推進センター） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 R1　休暇簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 R1　週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度　一般文書① 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度　一般文書② 学生・留学生支援課 2020年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度国際教育・交流係綴① 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度国際教育・交流係綴② 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和元年度学生事件・事故関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 令和元年度修学支援に関する機関要件の確認に係る申請書関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 令和元年度学内ワークスタディ 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 令和元年度新入生特別ガイダンス関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 運営 総括 令和元年度大分大学生活協同組合への業務委託関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度学生交流会館関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 総括 2019年度年度学生カード（医） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 2019年度学生支援部門会議 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 2019年度調査・報告① 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 2019年度調査・報告② 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 2019年度調査・報告③ 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 2019年度調査・報告④ 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 2019年度日本学生支援機構　採用名簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 留学生 総括 令和元年度国際教育研究センター運営委員会 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 令和元年度大使館推薦（中国赴）（日韓共同理工系学部） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 令和元年度国費・学習奨励費　在籍確認簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2019年度 国際交流 留学生 政府派遣留学生 令和元年度政府派遣（ＪＩＣＡ） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2019年度 国際交流 留学生 外国人留学生 令和元年度大学推薦NO.1（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム）学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2019年度 国際交流 留学生 外国人留学生 令和元年度大学推薦NO.2（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム）学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和元年度　トビタテ!留学JAPAN（第11期） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和元年度　トビタテ!留学JAPAN（第12期） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和元年度　トビタテ!留学JAPAN　地域人材コース（第11期） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和元年度　大分大学派遣留学生支援制度 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度　JASSO海外留学支援制度① 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度　JASSO海外留学支援制度② 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度　JASSO海外留学支援制度③ 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度　JASSO海外留学支援制度④ 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度　短期交換留学生（受入れ）① 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度　短期交換留学生（受入れ）② 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和元年度　短期交換留学生（派遣） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和元年度　短期交換留学生（派遣）学内申請書類 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和元年度　短期交換留学生（派遣）協定校応募書類 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和元年度　短期交換留学生（派遣）派遣中関係書類 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和元年度　短期語学研修（派遣） 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 奨学金 令和元年度大分大学修学支援事業基金関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和元年度災害関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 令和元年度規則制定関係 学生・留学生支援課副課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和元年度学生の懲戒又は教育的措置に係る全学調査委員会関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 ２０１９年度通知文書関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 ２０１９年度学生定期健康診断関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 ２０１９年度旅行命令簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 ２０１９年度会議資料 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 ２０１９年度予算関係 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 ２０１９年度勤務時間報告書 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 ２０１９年度兼業委嘱状 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 ２０１９年度休暇簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 学生支援 総括 ２０１９年度出勤簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 学生支援 総括 ２０１９年度休日の振替簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度収発件名簿 学生・留学生支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
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2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度収発件名簿 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 令和2年度新型コロナウィルス関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 移管

2020年度 教育一般 学生支援 学割 学校学生生徒旅客運賃割引証及び通学証明書 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 2020年度車両入構証① 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 2020年度車両入構証② 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 総括 2020年度寄附金関連 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 2020年度生協関連 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員等 令和2年度非常勤職員任免記録 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 公印 令和2年度公印使用簿 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 通知 令和2年度通知文書① 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 通知 令和2年度通知文書② 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 通知 令和2年度通知文書③ 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 会計 予算決算 予算 令和2年度予算関係書類綴 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度事務委託預り金 月次報告綴 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 会計 総括 総括 令和2年度タクシーチケット受払簿 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度出勤簿 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度休暇簿 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度出勤簿 国際教育推進センター 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度休暇簿 国際教育推進センター 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度振替簿 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度旅行命令・出張報告書 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 令和2年度年度学生カード（教） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 令和2年度年度学生カード（経） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 令和2年度年度学生カード（理）Ｎｏ．１ 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 令和2年度年度学生カード（理）Ｎｏ．２ 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 令和2年度年度学生カード（福） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 令和2年度年度学生カード（院） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 令和2年度年度学生カード（工院） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和2年度ぴあルーム連絡会 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和2年度謝金実施伺い及び報告① 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和2年度謝金実施伺い及び報告② 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 令和2年度年度学生カード（医） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度学生支援部門会議 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度学生・留学生支援委員会 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査・報告① 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査・報告② 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査・報告③ 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査・報告④ 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和２年度（2020年度）学生事件・事故関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 令和２年度（2020年度）修学支援に関する機関要件の確認に係る申請書関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 総括 令和２年度（2020年度）オンキャンパス・ジョブ関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 総括 令和２年度（2020年度）新入生特別ガイダンス関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 令和２年度（2020年度）大分大学修学支援事業基金関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和２年度（2020年度）災害関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和２年度（2020年度）学生の懲戒又は教育的措置に係る全学調査委員会関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和２年度（2020年度）年度計画・アクションプラン関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 通知 ２０２０年度通知文書関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 総括 ２０２０年度学生定期健康診断関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 出張 ２０２０年度旅行命令簿 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
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2020年度 管理一般 会議 部局等会議 ２０２０年度会議資料 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 会計 予算決算 予算 ２０２０年度予算関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 ２０２０年度勤務時間報告書 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 兼業 ２０２０年度兼業委嘱状 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 ２０２０年度休暇簿 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 ２０２０年度出勤簿 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 ２０２０年度休日の振替簿 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2020年度学生寮 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生寮事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2020年度学生寮入学願書① 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生寮事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2020年度学生寮入学願書② 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生寮事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2020年度学生寮入寮許可通知 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生寮事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2020年度学生寮一時金返還・退寮後メンテナンス 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生寮事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度体育施設使用願 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度学生会館・合宿研究所使用申込書・共用施設時間外使用願 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度掲示物設置（立て看板・ポスター） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度鍵使用簿 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度課外活動物品借用書 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度遠征・合宿・開催・ボランティア・結果報告書 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度学生支援協力金 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 総括 令和２年度ボランティア関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度準公認サークル結成・更新届 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度外部指導者 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度課外活動専門部会 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度第７０回九州地区大学体育大会 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 UNIVAS (一般社団法人大学スポーツ協会) 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和２年度課外活動①② 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 サークル活動計画表(前期分) 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生生活 課外活動 サークル活動計画表(後期分)①② 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和２年度入学料免除 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和２年度授業料免除 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和２年度債権 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和２年度入学料・授業料奨学融資 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和２年度大分大学学生緊急支援金 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構【推薦】学部生 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構【推薦】大学院生 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構【異動・変更等】 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構（大学院）【予約奨学金】 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構（大学院）【定期採用関係】 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構　第一種奨学金　大学院返還免除 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構　リレー口座加入申込書控 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構　予約奨学金（給付奨学金） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構【返還誓約書】 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構【適格認定】 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構　通知・その他 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構　報告・調査・提出 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構　予約奨学金 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構　定期採用申請書類 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構　給付奨学金（家計急変） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度日本学生支援機構　給付奨学金　在籍報告 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度自宅外証明書類送付資料（現況届） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2022/3/31延長期間：4年
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2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度在学猶予関係（在学届） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度「学びの継続のための『学生支援緊急給付金』」 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度調査・回答（奨学金） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 2020年度各種奨学金 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度兼業手続関係 学生・留学生支援課副課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和2年度　海外旅行保険　包括契約関係 学生・留学生支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度予算関係 学生・留学生支援課副課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度人事関係 学生・留学生支援課副課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度国際交流課副課長① 学生・留学生支援課副課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度国際交流課副課長② 学生・留学生支援課副課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度江漢大学３＋１関係 学生・留学生支援課副課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度外国人留学生友の会関係 学生・留学生支援課副課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度第3期中期目標・中期計画 学生・留学生支援課副課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 私費外国人留学生 令和2年度大分県私費外国人留学生助成事業 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 私費外国人留学生 令和2年度文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 生活支援 令和2年度各種奨学金NO.1 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 生活支援 令和2年度各種奨学金NO.2 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 生活支援 令和2年度一般文書NO.1 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 生活支援 令和2年度一般文書NO.2 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度チューター謝金 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度チューター謝金　活動報告書 学生・留学生支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 総括 令和2年度国際教育推進センター運営委員会 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 令和2年度大使館推薦（中国赴）（日韓共同理工系学部） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 令和2年度国費・学習奨励費　在籍確認簿 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 政府派遣留学生 令和2年度政府派遣（ＪＩＣＡ） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 外国人留学生 令和2年度大学推薦NO.1（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 外国人留学生 令和2年度大学推薦NO.2（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和2年度　トビタテ!留学JAPAN（第14期） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度　JASSO海外留学支援制度① 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度　短期交換留学生（受入れ）① 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度　短期交換留学生（受入れ）② 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和2年度　短期交換留学生（派遣） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和2年度　短期交換留学生（派遣）学内申請書類 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和2年度　短期交換留学生（派遣）協定校応募書類 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和2年度　短期語学研修（派遣） 学生・留学生支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度規則制定関係 学生・留学生支援課副課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
2011年度 教育一般 就職支援 就職支援 企業別ＯＢ・ＯＧ名簿 キャリア開発課 2012年4月1日 常用 常用（無期限） 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度キャリア開発部門会議関係 キャリア開発課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度キャリア開発部門会議関係 学生・キャリア支援課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度キャリア開発部門会議 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2014年度 教育一般 就職支援 就職支援 平成26年度認証評価 学生・キャリア支援課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成27年度中期目標・中期計画 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度キャリア開発部門会議 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2015年度 教育一般 就職支援 就職支援 平成27年度認証評価 学生・キャリア支援課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成28年度中期目標・中期計画 キャリア支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度キャリア開発部門会議 キャリア支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2016年度 教育一般 就職支援 就職支援 平成28年度認証評価 キャリア支援課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成29年度中期目標・中期計画 キャリア支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 収発件名簿（平成29年度） キャリア支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿 キャリア支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度旅行命令 キャリア支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 就職支援 就職支援 平成29年度卒業生進路先一覧 キャリア支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 教育一般 就職支援 相談 平成29年度キャリアアドバイザー キャリア支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度キャリア開発部門会議 キャリア支援課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度調査・報告① キャリア支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
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2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度調査・報告② キャリア支援課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度キャリア開発部門会議 キャリア支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 就職支援 相談 平成30年度キャリアアドバイザー関係 キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 就職支援 就職支援 平成30年度謝金 キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成30年度中期目標・中期計画 キャリア支援課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 収発件名簿（平成30年度） キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度出勤簿 キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度旅行命令 キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 就職支援 就職支援 平成30年度卒業生進路先一覧 キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 就職支援 就職支援 平成30年度大分大学業界研究セミナー運営事業 キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度調査・報告① キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度調査・報告② キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度調査・報告③ キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 人事 任免 非常勤職員等 非常勤職員任用関係 キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 就職支援 就職支援 進路未内定者連絡（教育・経済・工学） キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 就職支援 就職支援 平成30年度大分公共職業安定所提出書類 キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2018年度 教育一般 就職支援 就職支援 平成30年度ＣＯＣ＋関係 キャリア支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度キャリア開発部門会議① キャリア支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 全学会議 令和元年度キャリア開発部門会議② キャリア支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和元年度中期目標・中期計画 キャリア支援課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 収発件名簿（令和元年度） キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度調査・報告① キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度調査・報告② キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度調査・報告③ キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度出勤簿 キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度休暇簿 キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度週休日の振替・代休日指定簿 キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度旅行命令 キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度時間外勤務命令簿 キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度毎月勤労統計調査資料 キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度病休・欠勤等状況調査月報 キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度勤務時間報告書 キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度予算 キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 インターンシップ 令和元年度インターンシップ① キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 インターンシップ 令和元年度インターンシップ② キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 インターンシップ 令和元年度インターンシップ③ キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 インターンシップ 令和元年度インターンシップ④ キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和元年度学内個別企業説明会 キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和元年度就職用パンフレット キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 相談 令和元年度キャリアアドバイザー関係 キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 キャリア支援 令和元年度キャリア支援プログラム① キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 キャリア支援 令和元年度キャリア支援プログラム② キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和元年度謝金 キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和元年度卒業生進路先一覧 キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和元年度大分大学業界研究セミナー運営事業 キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 進路未内定者連絡 キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和元年度保護者対象キャリア懇談会① キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和元年度保護者対象キャリア懇談会② キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和元年度再チャレンジ支援 キャリア支援課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和元年度新規大学等卒業者の就職内定状況報告 キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度卒業データ キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度学校基本調査 キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和2年度認証評価 キャリア支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和2年度中期目標・中期計画 キャリア支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度キャリア開発部門会議 キャリア支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和2年度キャリア支援委員会 キャリア支援課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 収発件名簿（令和2年度） キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査・報告①（文部科学省） キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査・報告②（学外） キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査・報告③（学内1） キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査・報告④（学内2） キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査・報告⑤（学内3） キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査・報告⑥（学内4） キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度卒業データ キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度学校基本調査 キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度経営協議会資料 キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
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2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度法人文書ファイル キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度出勤簿 キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度休暇簿 キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度週休日の振替・代休日指定簿 キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度時間外勤務命令簿 キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度毎月勤労統計調査資料 キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度病休・欠勤等状況調査月報 キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間報告書 キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和2年度予算 キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 インターンシップ 令和2年度インターンシップ① キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 インターンシップ 令和2年度インターンシップ② キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 相談 令和2年度キャリアアドバイザー関係 キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 キャリア支援 令和2年度キャリア支援プログラム① キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 キャリア支援 令和2年度キャリア支援プログラム2 キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和2年度学内個別企業説明会 キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和2年度就職用パンフレット キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和2年度謝金 キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和2年度卒業生進路先一覧 キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和2年度大分大学業界研究セミナー運営事業 キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和2年度進路未内定者連絡 キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和2年度保護者対象キャリア懇談会① キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和2年度保護者対象キャリア懇談会　案内ハガキ受払簿 キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和2年度再チャレンジ支援 キャリア支援課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄
2020年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和2年度新規大学等卒業者の就職内定状況報告 キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員等 令和2年度非常勤職員任用関係 キャリア支援課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 屋内体育施設時間外使用願 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度体育施設使用願No.1 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度体育施設使用願No.2 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度学生会館・合宿研究所使用申込書・共用施設時間外使用願 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 臨時車両入構証 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 サークル構成員名簿 学生・留学生支援課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度掲示物（立て看板・ポスター）設置掲示申請書 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度鍵使用簿 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度課外活動物品借用書 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度遠征・合宿・開催・ボランティア・結果報告書 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 準公認サークル結成・更新届 学生・留学生支援課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 証明書交付願 学生・留学生支援課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 プール使用申込書 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生会館 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度学生支援協力金 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度外部指導者 学生・留学生支援課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 UNIVAS (一般社団法人大学スポーツ協会) 学生・留学生支援課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度課外活動① 学生・留学生支援課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度課外活動② 学生・留学生支援課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 サークル活動計画表(前期分)① 学生・留学生支援課 2022年4月2日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 サークル活動計画表(前期分)② 学生・留学生支援課 2022年4月3日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 サークル活動計画表(後期分) 学生・留学生支援課 2022年4月4日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 課外活動 令和３年度活き２プロジェクト 学生・留学生支援課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 総括 令和３年度ボランティア関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度収発件名簿 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員等 令和3年度非常勤職員任免記録 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 公印 令和3年度公印使用簿 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 通知 令和3年度通知文書① 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度予算関係書類綴 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度事務委託預り金 月次報告綴 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 会計 総括 総括 令和3年度タクシーチケット受払簿 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度出勤簿 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
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2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度休暇簿 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度出勤簿 国際教育推進センター 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度休暇簿 国際教育推進センター 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度振替簿 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行命令・出張報告書 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 令和3年度年度学生カード（教） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 令和3年度年度学生カード（経） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 令和3年度年度学生カード（理）Ｎｏ．１ 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 令和3年度年度学生カード（理）Ｎｏ．２ 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 令和3年度年度学生カード（福） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 令和3年度年度学生カード（院） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 令和3年度年度学生カード（工院） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和3年度ぴあルーム連絡会 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和3年度謝金実施伺い及び報告① 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和3年度謝金実施伺い及び報告② 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 令和3年度年度学生カード（医） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度学生・留学生支援委員会 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度調査・報告① 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度調査・報告② 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和3年度内部監査 学生・留学生支援課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 調査統計 その他 令和3年度 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 総括 令和3年度（2021年度）オンキャンパス・ジョブ関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 学割 学校学生生徒旅客運賃割引証及び通学証明書 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 2020年度アルバイト求人票 学生・留学生支援課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 2020年度車両入構証① 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 2020年度車両入構証② 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 総括 2020年度寄附金関連 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 2020年度生協関連 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 総括 物品使用簿関連 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2021年度学生寮 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生寮事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2021年度入学願書 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生寮事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2021年度入寮許可通知 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生寮事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 下宿・宿舎 2021年度学生寮一時金返還・退寮後メンテナンス 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生寮事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和３年度（2021年度）学生事件・事故関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 令和３年度（2021年度）修学支援に関する機関要件の確認に係る申請書関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 総括 令和３年度（2021年度）新入生特別ガイダンス関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 令和３年度（2021年度）大分大学修学支援事業基金関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和３年度（2021年度）災害関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 相談・指導 令和３年度（2021年度）学生の懲戒又は教育的措置に係る全学調査委員会関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度理事室会議　教育マネジメント機構調整会議/教育マネジメント機構運営会議 学生・留学生支援課副課長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度　日本留学フェア 学生・留学生支援課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和3年度　海外旅行保険　包括契約関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度予算関係 学生・留学生支援課副課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度人事関係 学生・留学生支援課副課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度国際交流課副課長① 学生・留学生支援課副課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度国際交流課副課長② 学生・留学生支援課副課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度外国人留学生友の会関係 学生・留学生支援課副課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度第3期中期目標・中期計画 学生・留学生支援課副課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 留学生 私費外国人留学生 令和3年度大分県私費外国人留学生助成事業 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
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2021年度 国際交流 留学生 私費外国人留学生 令和3年度文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 留学生 生活支援 令和3年度各種奨学金NO.1 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 留学生 生活支援 令和3年度一般文書NO.1 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 留学生 生活支援 令和3年度一般文書NO.2 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 留学生 生活支援 大分大学基金（旧国際交流・学術振興基金分） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度チューター謝金 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度チューター謝金　活動報告書 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 留学生 総括 令和3年度国際教育推進センター運営委員会 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 令和3年度大使館推薦 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 留学生 国費外国人留学生 令和3年度国費・学習奨励費　在籍確認簿 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 留学生 政府派遣留学生 令和3年度政府派遣（ＪＩＣＡ） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 留学生 外国人留学生 令和3年度大学推薦NO.1（渡日・帰国旅費）（学業成績及び出席状況）（級号申請）（国内採用）（特別プログラム） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和3年度　トビタテ!留学JAPAN（第14期）（地域人材コース） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度　JASSO海外留学支援制度① 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度　JASSO海外留学支援制度② 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度　短期交換留学生（受入れ）① 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度　短期交換留学生（受入れ）② 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和3年度　短期交換留学生（派遣） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和3年度　短期交換留学生（派遣）学内申請書類 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和3年度　短期交換留学生（派遣）協定校応募書類 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 海外派遣 令和3年度　短期語学研修（派遣） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年規則制定関係 学生・留学生支援課副課長 2022年1月1日 30年 2051年12月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 通知 ２０２１年度通知文書関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生生活 総括 ２０２１年度学生定期健康診断関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 ２０２１年度旅行命令簿 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 ２０２１年度会議資料 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 会計 予算決算 予算 ２０２１年度予算関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 ２０２１年度勤務時間報告書 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 兼業 ２０２１年度兼業委嘱状 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 ２０２１年度休暇簿 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 ２０２１年度出勤簿 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 ２０２１年度休日の振替簿 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 保健管理センター 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和３年度入学料免除 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和３年度授業料免除 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和３年度債権 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和３年度入学料・授業料奨学融資 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和３年度大分大学学生緊急支援金 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構【推薦】学部生 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構【推薦】大学院生 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構【異動・変更等】 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構（大学院）【予約奨学金】 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構（大学院）【定期採用関係】 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構　第一種奨学金　大学院返還免除 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構　リレー口座加入申込書控 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構　予約奨学金（給付奨学金） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構【返還誓約書】 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構【適格認定】 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構　通知・その他 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構　報告・調査・提出 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構　予約奨学金 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄
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2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構　定期採用申請書類 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構　給付奨学金（家計急変） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度日本学生支援機構　給付奨学金　在籍報告 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度通学形態変更届 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度在学猶予関係（在学届） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度「学びの継続のための『学生支援緊急給付金』」 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度調査・回答（奨学金） 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 学生支援 奨学金 2021年度各種奨学金 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2020年度 教育一般 学生支援 奨学金 令和３年度（2021年度）修学支援に関する機関要件の確認に係る申請書関係 学生・留学生支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課事務室 学生・留学生支援課 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和3年度認証評価 キャリア支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和3年度中期目標・中期計画 キャリア支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和3年度キャリア支援委員会 キャリア支援課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 文書管理 収発件名簿（令和3年度） キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度調査・報告①（文部科学省） キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度調査・報告②（学外） キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度調査・報告③（学内1） キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度調査・報告④（学内2） キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度調査・報告⑤（学内3） キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度調査・報告⑥（学内4） キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度卒業データ① キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度卒業データ② キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度学校基本調査　　 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度経営協議会資料 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度法人文書ファイル キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度自動車入構証交付申請書 キャリア支援課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度自動車入構証交付申請書受渡表 キャリア支援課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度出勤簿 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度休暇簿・週休日の振替・代休日指定簿 キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度毎月勤労統計調査・病休欠勤等状況調査 キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間報告書・時間外勤務命令簿 キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度予算 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 インターンシップ 令和3年度インターンシップ キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 相談 令和3年度キャリアアドバイザー関係 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 キャリア支援 令和3年度キャリア支援プログラム キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度個別企業説明会（強化ウイーク） キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度就職パンフレット① キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度就職パンフレット② キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度謝金 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度卒業生進路先一覧 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度大分大学業界研究セミナー運営事業 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度進路未内定者連絡 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度保護者対象キャリア懇談会 キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度保護者対象キャリア懇談会　案内ハガキ受払簿 キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度再チャレンジ支援 キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度新規大学等卒業者の就職内定状況報告 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員等 令和3年度非常勤職員任用関係 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度障害者雇用に係る企業向けアンケート　（文部科学省関係） キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度事務局長所管事項説明関係 キャリア支援課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 インターンシップ 令和3年度ジョブ型研究インターンシップ関係 キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2021年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和3年度過去3年間卒業生の主な就職先 キャリア支援課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

197/328



国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度調査・報告④　　　 キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和元年度企業アンケート① キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2019年度 教育一般 就職支援 就職支援 令和元年度企業アンケート② キャリア支援課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課キャリア支援室 学生・留学生支援課長 廃棄

2010年度 学部入学 平成23年度個別学力検査1 入試課入試企画グループ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2010年度 学部入学 平成23年度個別学力検査2 入試課入試企画グループ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2011年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成23年度東日本大震災特別支援 入試課入試企画グループ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 全学会議 平成23年度入試部門会議関係 入試課入試企画グループ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2012年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成24年度中期目標・中期計画 入試課入試企画グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 全学会議 平成24年度入試部門会議関係 入試課入試企画グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2043/3/31
保存期間を30年から10年に変更

2012年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成24年度東日本大震災特別支援 入試課入試企画グループ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2013年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成25年度中期目標・中期計画 入試課入試企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2013年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成25年度東日本大震災特別支援 入試課入試企画グループ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 全学会議 平成25年度入試部門会議関係 入試課入試企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2044/3/31
保存期間を30年から10年に変更

2014年度 教育一般 入試 総括 平成26年度中期目標・中期計画 入試課入試企画グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2014年度 教育一般 入試 総括 平成26年度　監査関係 入試課入試企画グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 全学会議 平成26年度入試部門会議関係 入試課入試企画グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2045/3/31
保存期間を30年から10年に変更

2014年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成26年度東日本大震災特別支援 入試課入試企画グループ 2015年4月2日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2015年度 教育一般 入試 総括 平成27年度中期目標・中期計画 入試課入試企画グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2015年度 教育一般 入試 総括 平成27年度　監査関係 入試課入試企画グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 全学会議 平成27年度入試部門会議関係 入試課入試企画グループ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2046/3/31
保存期間を30年から10年に変更

2015年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成28年度東日本大震災特別支援 入試課入試企画グループ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2016年度 教育一般 入試 総括 平成28年度中期目標・中期計画 入試課入試企画グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 全学会議 平成28年度入試部門会議関係 入試課入試企画グループ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2047/3/31
保存期間を30年から10年に変更

2016年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成29年度東日本大震災特別支援 入試課入試企画グループ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度入学企画支援センター運営会議関係 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度収発件名簿 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度人事関係 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿・旅行報告書（入試課・センター） 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿・旅行報告書（各学部） 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度予算関係 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度収入計画 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度謝金関係 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度入試手当関係 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度各種調査１ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度各種調査２ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度大分大学と大分県内の高等学校との連携会議 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度大分大学理工学部と工業系高等学校との意見交換会 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成30年度入学試験問題（一般入試）印刷関係 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度個別学力検査科目責任者連絡会関係 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度個別学力検査１ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度個別学力検査２ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度個別学力検査３ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度大学入試センター試験１ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度大学入試センター試験２ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度大学入試センター試験３ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度大学入試センター試験４ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度大学入試センター送受信関係 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度推薦入試 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度AO入試 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度特別入試 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度編入学・医学部看護学科社会人入試 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
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2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度医学部医学科編入学 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成29年度入試成績開示１ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成29年度入試成績開示２ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成29年度入試成績開示３ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成29年度入試成績開示４ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 学部入試 平成29年度入学者選抜等改革ＷＧ 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度物品使用簿 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 大学院入試 平成30年度教育学研究科 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 大学院入試 平成30年度経済学研究科博士前期課程１ 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 大学院入試 平成30年度経済学研究科博士前期課程２ 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 大学院入試 平成30年度経済学研究科博士前期課程（秋季入学・中国入試） 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 大学院入試 平成30年度経済学研究科博士後期課程 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 大学院入試 平成29年度経済学研究科博士後期課程秋季入学 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 大学院入試 平成30年度医学系研究科・工学研究科博士後期課程 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 大学院入試 平成30年度工学研究科博士前期１ 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 大学院入試 平成30年度工学研究科博士前期２ 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 大学院入試 平成30年度工学研究科博士前期３ 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 大学院入試 平成30年度福祉社会科学研究科 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 入試広報 平成29年度学長と語ろうの会 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 入試広報 平成29年度高大連携推進ワーキンググループ会議 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 入試広報 平成29年度キャンパス大使 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 入試広報 平成29年度キャンパスレポーター関係 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 入試広報 平成29年度オープンキャンパス 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 入試広報 平成29年度学生によるオープンキャンパス 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 入試広報 平成29年度九州地区国立大学合同説明会関係 入試課アドミッショングループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度中期目標・中期計画 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 全学会議 平成29年度入試部門会議関係 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2048/3/31
保存期間を30年から10年に変更

2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成28年度法人文書ファイル管理簿 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2048/3/31
保存期間を30年から5年に変更

2017年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成30年度東日本大震災特別支援 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成30年度熊本地震特別支援 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成30年度台風18号特別支援 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2017年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成30年度九州北部豪雨特別支援 入試課入試企画グループ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度　一時使用照会 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：2年

2018年度 教育一般 入試 入試広報 平成30年度広報１ 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：2年

2018年度 教育一般 入試 入試広報 平成30年度広報２ 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：2年

2018年度 教育一般 入試 入試広報 平成30年度出前講義関係 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：2年

2018年度 教育一般 入試 入試広報 平成30年度大学訪問関係 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：2年

2018年度 教育一般 入試 入試広報 平成30年度高校訪問関係 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：2年

2018年度 教育一般 入試 入試広報 平成30年度進学説明会参加報告書 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：2年

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度アドミッションセンター運営委員会関係 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度収発件名簿 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度出勤簿 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度人事関係 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿・旅行報告書（入試課・センター） 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿・旅行報告書（各学部） 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
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2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度予算関係 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度収入計画 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度謝金関係 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度入試手当関係 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度各種調査１ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度各種調査２ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度大分大学と大分県内の高等学校との連携会議 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度大分大学理工学部と工業系高等学校との意見交換会 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成31年度入学試験問題（一般入試）印刷関係 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度個別学力検査科目責任者連絡会関係 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度個別学力検査１ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度個別学力検査２ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度個別学力検査３ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度大学入試センター試験１ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度大学入試センター試験２ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度大学入試センター試験３ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度大学入試センター送受信関係 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度推薦入試 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度AO入試 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度特別入試 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度医学部編入学・看護学科社会人入試 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成31年度編入学（経済学部・理工学部） 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度入試成績開示１ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度入試成績開示２ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度入試成績開示３ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度入試成績開示４ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度入学者選抜等改革ＷＧ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度物品使用簿 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成31年度教育学研究科 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成31年度経済学研究科博士前期課程１ 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成31年度経済学研究科博士前期課程２ 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成31年度経済学研究科博士前期課程（秋季入学・中国入試） 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成31年度経済学研究科博士後期課程 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成30年度経済学研究科博士後期課程秋季入学 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成31年度医学系研究科 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成31年度工学研究科博士後期課程 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成31年度工学研究科博士前期１ 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成31年度工学研究科博士前期２ 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成31年度工学研究科博士前期３ 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 大学院入試 平成31年度福祉社会科学研究科 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 入試広報 平成30年度学長と語ろうの会 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 入試広報 平成30年度キャンパス大使 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 入試広報 平成30年度キャンパスレポーター関係 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 入試広報 平成30年度オープンキャンパス 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 入試広報 平成30年度九州地区国立大学合同説明会関係 入試課アドミッショングループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度11月大学入学共通テスト導入に伴う試行調査（プレテスト）関係１ 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度国大協・文科省関連文書 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 学部入試 平成30年度入試懇談会 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度中期目標・中期計画 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 全学会議 平成30年度入試部門会議関係 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2049/3/31
保存期間を30年から10年に変更

2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度法人文書ファイル管理簿 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2049/3/31
保存期間を30年から5年に変更

2018年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 平成31年度災害で被災した者等の特別支援 入試課入試企画グループ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 学外会議 2019年度学外会議 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 2019年度自動車入構証交付申請書 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度　一時使用照会 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：２年

2019年度 教育一般 入試 総括 2020年度大学院入試関係（共通） 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度一般文書（アドミッションセンター関連） 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
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2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度広報１ 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：2年

2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度広報２ 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：2年

2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度出前講義関係 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：2年

2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度大学訪問関係 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：2年

2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度高校訪問関係 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：2年

2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度進学説明会参加報告書 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2023/3/31
延長期間：2年

2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度規定制定改廃 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 2019年度アドミッションセンター運営委員会関係　※コロナ関係含む 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 移管
2019年度 管理一般 文書 文書管理 2019年度収発件名簿 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度出勤簿 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度休暇簿 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度毎月勤労統計調査 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度病休・欠勤等状況調査 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度時間外勤務命令簿 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度勤務時間報告書 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度勤務状況表 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
保存期間満了日：2025/3/31
保存期間を5年から３年に変更

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度人事関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 2019年度旅行命令簿・旅行報告書（入試課・センター） 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 2019年度旅行命令簿・旅行報告書（各学部） 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度予算関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度収入計画 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度謝金関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度入試手当関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
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2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度各種調査１ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度各種調査２ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度出版社関係文書綴① 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度出版社関係文書綴② 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度出版社関係文書綴③ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度出版社関係文書綴④ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度出版社関係文書綴⑤ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度大分大学と大分県内の高等学校との連携会議 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度大分大学理工学部と工業系高等学校との意見交換会 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2020年度入学試験問題（一般入試）印刷関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2019年度国大協・文科省関連文書 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2019年度入試懇談会 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度個別学力検査科目責任者連絡会関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度個別学力検査１ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度個別学力検査２ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度個別学力検査３ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度大学入試センター試験１ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度大学入試センター試験２ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度大学入試センター送受信関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度推薦入試 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度推薦入試（経済学部） 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度AO入試 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度特別入試 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度医学部編入学・看護学科社会人入試 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度編入学（経済学部・理工学部） 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度（2020年度）編入学試験　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度（2020年度）AO入試　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度（2020年度）推薦入試　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度（2020年度）一般入試　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度（2020年度）特別入試　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度経済学部第3年次編入学試験　出願書類・入試等 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2020年度経済学部アドミッション・オフィス入試　出願書類・入試等 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2019年度入試成績開示１ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2019年度入試成績開示２ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2019年度入試成績開示３ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2019年度入試成績開示４ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 2019年度入学者選抜等改革ＷＧ 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 2019年度物品使用簿 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2020年度教育学研究科 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2020年度経済学研究科博士前期課程１ 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2020年度経済学研究科博士前期課程２ 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2020年度経済学研究科博士前期課程（秋季入学・中国入試） 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2020年度経済学研究科博士後期課程 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2019年度経済学研究科博士後期課程秋季入学 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2020年度医学系研究科 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2020年度工学研究科博士後期課程 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2020年度工学研究科博士前期１ 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2020年度工学研究科博士前期２ 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2020年度工学研究科博士前期３ 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 2020年度福祉健康科学研究科 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度学長と語ろうの会 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度キャンパス大使 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度キャンパスレポーター関係 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度オープンキャンパス 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 入試広報 2020年度新入生アンケート 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度オープンキャンパスアンケート 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 入試広報 2019年度九州地区国立大学合同説明会関係 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 2019年度中期目標・中期計画 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度（2020年度）編入学・AO・特別入試問題 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度（2020年度）推薦入試問題 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度（2020年度）一般入試問題 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度（2020年度）選抜要項・募集要項 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 令和２年度（2020年度）大学院募集要項 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 大学院入試 令和２年度（2020年度）大学院入試問題 入試課アドミッショングループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 全学会議 2019年度入試部門会議関係　※コロナ関係含む 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 移管
当初の保存期間満了日：2050/3/31
保存期間を30年から10年に変更
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2019年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度法人文書ファイル管理簿 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2050/3/31
保存期間を30年から5年に変更

2019年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 2020年度災害で被災した者等の特別支援 入試課入試企画グループ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度中期目標・中期計画 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度規定制定改廃 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度入試部門会議関係①　※コロナ関係含む 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 移管
当初の保存期間満了日：2051/3/31
保存期間を30年から10年に変更

2020年度 管理一般 会議 全学会議 令和２年度入試部門会議関係②　※コロナ関係含む 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 移管
当初の保存期間満了日：2051/3/31
保存期間を30年から10年に変更

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度アドミッションセンター運営委員会関係　※コロナ関係含む 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 移管
2020年度 管理一般 会議 学外会議 令和２年度学外会議 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度収発件名簿 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度法人文書ファイル管理簿 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2051/3/31
保存期間を30年から5年に変更

2020年度 管理一般 総括 総括 令和２年度自動車入構証交付申請書 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度出勤簿 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度休暇簿 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度毎月勤労統計調査 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度病休・欠勤等状況調査 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度時間外勤務命令簿 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度勤務時間報告書 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2026/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度勤務状況表 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
保存期間満了日：2026/3/31
保存期間を5年から3年に変更

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度人事関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度旅行命令簿・旅行報告書（入試課・センター） 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度旅行命令簿・旅行報告書（各学部） 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度予算関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度収入計画 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度謝金関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度入試手当関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度各種調査１ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度各種調査２ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度出版社関係文書綴① 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度出版社関係文書綴② 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度出版社関係文書綴③ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度出版社関係文書綴④ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度出版社関係文書綴⑤ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
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2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度大分大学と大分県内の高等学校との連携会議 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度大分大学理工学部と工業系高等学校との意見交換会 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度一時使用照会 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/31
延長期間：2年

2020年度 教育一般 入試 総括 令和３年度入学試験問題（一般選抜）印刷関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度国大協・文科省関連文書 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度入試懇談会 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度一般選抜科目責任者連絡会関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度一般選抜１ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度一般選抜２ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度一般選抜３ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度大学共通テスト１ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度大学共通テスト２ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度大学共通テスト３ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度大学共通テスト送受信関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度学校推薦型選抜 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度学校推薦型選抜（経済学部） 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度学校推薦型選抜（理工学部） 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度総合型選抜 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度特別入試 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度医学部編入学・看護学科社会人入試 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度編入学（経済学部・理工学部） 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度編入学試験　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度総合型選抜入試　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度学校推薦型選抜　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度一般選抜　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度特別入試　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度経済学部第3年次編入学試験　出願書類・入試等 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度経済学部総合型選抜入試　出願書類・入試等① 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度経済学部総合型選抜入試　出願書類・入試等② 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度理工学部総合型選抜入試　出願書類・入試等 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度入試成績開示１ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度入試成績開示２ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度入試成績開示３ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和２年度入試成績開示４ 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度編入学・総合型選抜・特別入試問題 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度学校推薦型選抜入試問題 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度一般選抜問題 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度選抜要項・募集要項 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和２年度物品使用簿 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和３年度災害で被災した者等の特別支援 入試課入試企画グループ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和３年度大学院入試関係（共通） 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和２年度一般文書（アドミッションセンター関連） 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度教育学研究科 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度経済学研究科博士前期課程１ 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度経済学研究科博士前期課程２ 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度経済学研究科博士前期課程（秋季入学・中国入試） 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度経済学研究科博士後期課程 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和２年度経済学研究科博士前期課程（秋季入学・中国入試）博士後期課程（秋季入学） 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度医学系研究科 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度工学研究科博士後期課程 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度工学研究科博士前期１ 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度工学研究科博士前期２ 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度工学研究科博士前期３ 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度福祉健康科学研究科 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度大学院募集要項 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度大学院入試問題 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度広報１ 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/34
延長期間：2年
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国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度広報２ 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/34
延長期間：2年

2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度出前講義関係 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/31
延長期間：2年

2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度大学訪問関係 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/31
延長期間：2年

2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度高校訪問関係 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/31
延長期間：2年

2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度学長と語ろうの会 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度キャンパス大使 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度キャンパスレポーター関係 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度オープンキャンパス 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度新入生アンケート 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度オープンキャンパスアンケート 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度九州地区国立大学合同説明会関係 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

2020年度 教育一般 入試 入試広報 令和２年度進学説明会参加報告書 入試課アドミッショングループ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2024/3/31
延長期間：2年

2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度中期目標・中期計画 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度規定制定改廃 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 全学会議 令和３年度入試委員会関係①　※コロナ関係含む 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 移管
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度アドミッションセンター会議関係　※コロナ関係含む 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 移管
2021年度 管理一般 会議 学外会議 令和３年度学外会議 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度収発件名簿 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 総括 令和２年度法人文書ファイル管理簿 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和３年度自動車入構証交付申請書 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度出勤簿 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度休暇簿 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度毎月勤労統計調査 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度病休・欠勤等状況調査 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度時間外勤務命令簿 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度勤務時間報告書 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度勤務状況表 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度人事関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度旅行命令簿・旅行報告書（入試課・センター） 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度旅行命令簿・旅行報告書（各学部） 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度予算関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度収入計画 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度謝金関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度入試手当関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度各種調査１ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度各種調査２ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度出版社関係文書綴① 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度出版社関係文書綴② 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度出版社関係文書綴③ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度出版社関係文書綴④ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度出版社関係文書綴⑤ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度大分大学と大分県内の高等学校との連携会議 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度大分大学理工学部と工業系高等学校との意見交換会 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度一時使用照会 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度一般文書 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和４年度入学試験問題（一般選抜）印刷関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度国大協・文科省関連文書 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度入試懇談会 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度一般選抜科目責任者連絡会関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度一般選抜１ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度一般選抜２ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
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2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度一般選抜３ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度大学共通テスト１ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度大学共通テスト２ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度大学共通テスト３ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度大学共通テスト送受信関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度学校推薦型選抜 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度学校推薦型選抜（経済学部） 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度学校推薦型選抜（理工学部） 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度総合型選抜 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度特別入試 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度医学部編入学・看護学科社会人入試 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度編入学（経済学部・理工学部） 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度編入学試験　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度総合型選抜入試　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度学校推薦型選抜　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度一般選抜　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度特別入試　入試書類関係 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度経済学部第３年次編入学試験　出願書類・入試等 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度経済学部総合型選抜入試　出願書類・入試等① 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度経済学部総合型選抜入試　出願書類・入試等② 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度理工学部総合型選抜入試　出願書類・入試等 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度入試成績開示１ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度入試成績開示２ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和３年度入試成績開示３ 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度編入学・総合型選抜・特別入試問題 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度学校推薦型選抜入試問題 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度一般選抜問題 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 学部入試 令和４年度選抜要項・募集要項 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和３年度物品使用簿 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 学生支援 授業料免除等 令和４年度災害で被災した者等の特別支援 入試課入試企画グループ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和４年度大学院入試関係（共通） 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和３年度一般文書（アドミッションセンター関連） 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度教育学研究科 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度経済学研究科博士前期課程１ 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度経済学研究科博士前期課程２ 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度経済学研究科博士前期課程（秋季入学・中国入試） 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度経済学研究科博士後期課程 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和３年度経済学研究科博士前期課程（秋季入学・中国入試）博士後期課程（秋季入学） 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度医学系研究科 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度工学研究科博士後期課程 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度工学研究科博士前期１ 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度工学研究科博士前期２ 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度工学研究科博士前期３ 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度工学研究科博士前期４ 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度福祉健康科学研究科１ 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度福祉健康科学研究科２ 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度大学院募集要項 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 大学院入試 令和４年度大学院入試問題 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度広報１ 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度広報２ 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度出前講義関係 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度大学訪問関係 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度高校訪問関係 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度学長と語ろうの会 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度キャンパス大使 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度オープンキャンパス 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和４年度新入生アンケート 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度オープンキャンパスアンケート 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度九州地区国立大学合同説明会関係 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 入試広報 令和３年度進学説明会参加報告書 入試課アドミッショングループ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 入試課 入試課長 廃棄

1976年度 （旧）（医）総務課 管理 管理運営文書（永久） 関連教育病院協定関係 庶務係（総務第一係） 1977年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1976年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事記録（常勤） 任用係（人事係） 1977年4月1日 無期限 紙 耐火書庫 総務課 総務課長 廃棄

1976年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事記録附属書類（常勤） 任用係（人事係） 1977年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1977年度 （旧）（医）総務課 管理 管理運営文書（永久） 設置協力会関係 庶務係（総務第一係） 1978年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄
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1977年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事関係綴昭和51年度～昭和52年度 任用係（人事係） 1978年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1978年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和53年度 任用係（人事係） 1979年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1979年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和54年度（行政職） 任用係（人事係） 1980年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1979年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和54年度（教育職） 任用係（人事係） 1980年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1980年度 （旧）（医）総務課 管理 管理運営文書（永久） 納骨堂設置許可申請関係 庶務係（総務第一係） 1981年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1980年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和55年度（行政職） 任用係（人事係） 1981年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1980年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和55年度（教育職） 任用係（人事係） 1981年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1981年度 （旧）（医）総務課 管理 管理運営文書（永久） （財）仁心会設立許可申請関係 庶務係（総務第一係） 1982年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1981年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和56年度（医三） 任用係（人事係） 1982年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1981年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和56年度（行政職） 任用係（人事係） 1982年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1981年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和56年度（教育職） 任用係（人事係） 1982年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1981年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和56年度（医二） 任用係（人事係） 1982年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1982年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和57年度（医三） 任用係（人事係） 1983年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1982年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和57年度（事務系） 任用係（人事係） 1983年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1982年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和57年度（教育職） 任用係（人事係） 1983年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1982年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和57年度（医二） 任用係（人事係） 1983年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1983年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和58年度（医三） 任用係（人事係） 1984年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1983年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和58年度（行政職） 任用係（人事係） 1984年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1983年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和58年度（教育職） 任用係（人事係） 1984年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1983年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和58年度（医二） 任用係（人事係） 1984年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1984年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和59年度（行政職） 任用係（人事係） 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1984年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和59年度（医二） 任用係（人事係） 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1984年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和59年度（教育職） 任用係（人事係） 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1984年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和59年度（医三） 任用係（人事係） 1985年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1985年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺昭和60年度（行一） 任用係（人事係） 1986年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1985年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和60年度（教育職） 任用係（人事係） 1986年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1985年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和60年度（医三） 任用係（人事係） 1986年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1986年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和61年度（教育職） 任用係（人事係） 1987年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1986年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 任免関係書類綴昭和61年度（医三） 任用係（人事係） 1987年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1986年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 診療科長等任免関係昭和56～61年度 任用係（人事係） 1987年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1987年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺昭和61～62年度（行一） 任用係（人事係） 1988年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1987年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺昭和62年度（教育職） 任用係（人事係） 1988年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1987年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺昭和62年度（医三） 任用係（人事係） 1988年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1987年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事関係発来翰昭和61～62年度 任用係（人事係） 1988年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1987年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺昭和60～62年度（行二） 任用係（人事係） 1988年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1988年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺昭和63年度（教育職） 任用係（人事係） 1989年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1988年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺昭和63年度（医三） 任用係（人事係） 1989年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1988年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺昭和63年度（行一） 任用係（人事係） 1989年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1989年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事関係発来翰昭和63～平成元年度 任用係（人事係） 1989年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1989年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成元年度（教育職） 任用係（人事係） 1989年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1989年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成元年度（医三） 任用係（人事係） 1989年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄
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1989年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成元年度（行一） 任用係（人事係） 1989年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1990年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成2年度（教育職） 任用係（人事係） 1991年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1990年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺昭和60～平成2年度（行二） 任用係（人事係） 1991年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1990年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成2年度（行一） 任用係（人事係） 1991年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1990年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺昭和60～平成2年度（医二） 任用係（人事係） 1991年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1990年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成2年度（医三） 任用係（人事係） 1991年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1991年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成3年度（行一） 任用係（人事係） 1992年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1991年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成3年度（教育職） 任用係（人事係） 1992年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1991年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成3年度（医二） 任用係（人事係） 1992年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1991年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成3年度（医三） 任用係（人事係） 1992年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1991年度 （旧）（医）総務課 管理 広報誌、職員録（保存用） 学報創刊号～Ｎｏ39 文書係（総務第一係） 1992年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成4年度退職手当関係 給与係（人事係） 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 病院 その他病院関係文書（30年） 平成4年度当直承認申請関係 庶務係（総務第一係） 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成4年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 医局長等の命免平成2～4年度 任用係（人事係） 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成4年度（行二） 任用係（人事係） 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成4年度（行一） 任用係（人事係） 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成4年度（医三） 任用係（人事係） 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成4年度（教育職）1 任用係（人事係） 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成4年度（医二） 任用係（人事係） 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成4年度（教育職）2 任用係（人事係） 1993年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成4年度学内規則1 文書係（総務第一係） 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1992年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成4年度学内規則2 文書係（総務第一係） 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1993年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成5年度退職手当関係 給与係（人事係） 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1993年度 （旧）（医）総務課 管理 大学組織関係 大分医科大学医学部看護学科看護婦学校指定申請書 庶務課（総務第一係） 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1993年度 （旧）（医）総務課 管理 大学組織関係 大分医科大学医学部看護学科設置計画書 庶務課（総務第一係） 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1993年度 （旧）（医）総務課 管理 大学組織関係 大分医科大学医学部看護学科看護婦学校指定申請書 庶務課（総務第一係） 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1993年度 （旧）（医）総務課 管理 大学組織関係 大分医科大学医学部看護学科設置計画書 庶務課（総務第一係） 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1993年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成5年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1993年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成5年度（教育職） 任用係（人事係） 1994年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1993年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成5年度（行政） 任用係（人事係） 1994年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1993年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成5年度（医三） 任用係（人事係） 1994年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1993年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成5年度（医二） 任用係（人事係） 1994年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1993年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成5年度学内規則1 文書係（総務第一係） 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1994年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成6年度退職手当関係 給与係（人事係） 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1994年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成6年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1994年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成6年度（行政） 任用係（人事係） 1995年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1994年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成6年度（医三） 任用係（人事係） 1995年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1994年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成6年度（教育職）2 任用係（人事係） 1995年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1994年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成6年度（教育職）1 任用係（人事係） 1995年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1994年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成6年度学内規則1 文書係（総務第一係） 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1995年度 （旧）（医）総務課 人事 給与関係 平成4～7年度長期給付関係 給与係（人事係） 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1995年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成7年度退職手当関係 給与係（人事係） 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄
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1995年度 （旧）（医）総務課 管理 学長選挙 平成7年度学長選考関係 庶務係（総務第一係） 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1995年度 （旧）（医）総務課 病院 その他病院関係文書（30年） 平成7年度当直承認申請関係 庶務係（総務第一係） 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1995年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成7年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1995年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成7年度（行政） 任用係（人事係） 1996年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1995年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成7年度（医三） 任用係（人事係） 1996年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1995年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成7年度（教育職）2 任用係（人事係） 1996年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1995年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成7年度（教育職）1 任用係（人事係） 1996年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1995年度 （旧）（医）総務課 管理 広報誌、職員録（保存用） 学報Ｎｏ40～Ｎｏ55 文書係（総務第一係） 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1995年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成7年度学内規則1 文書係（総務第一係） 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1996年度 （旧）（医）総務課 病院 その他病院関係文書（30年） 高周波用設備許可申請書 企画調査係（病院企画係） 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1996年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成8年度退職手当関係 給与係（人事係） 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1996年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成8年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1996年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成8年度（医三） 任用係（人事係） 1997年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1996年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成8年度（教育職）1 任用係（人事係） 1997年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1996年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成8年度（教育職）2 任用係（人事係） 1997年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1996年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成8年度（行政） 任用係（人事係） 1997年4月1日 無期限 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1996年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成8年度学内規則1 文書係（総務第一係） 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1997年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成9年度退職手当関係 給与係（人事係） 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1997年度 （旧）（医）総務課 管理 大学組織関係 大分医科大学大学院医学系研究科看護学専攻修士課程設置計画書関係綴 庶務課（総務第一係） 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1997年度 （旧）（医）総務課 管理 大学組織関係 大分医科大学大学院医学系研究科看護学専攻修士課程設置計画書関係綴 庶務課（総務第一係） 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1997年度 （旧）（医）総務課 管理 学長選挙 平成9年度学長選考関係 庶務係（総務第一係） 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 総務課 総務課長 廃棄

1997年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成9年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1997年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成9年度（医三） 任用係（人事係） 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1997年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成9年度（教育職）2 任用係（人事係） 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1997年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成9年度（教育職）1 任用係（人事係） 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1997年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成9年度（行政） 任用係（人事係） 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1997年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成6～9年度（医二） 任用係（人事係） 1998年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1997年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成9年度学内規則1 文書係（総務第一係） 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1998年度 （旧）（医）総務課 人事 給与関係 平成8～10年度長期給付関係 給与係（人事係） 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1998年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成10年度退職手当関係 給与係（人事係） 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1998年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成10年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1998年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成10年度（教育職）1 任用係（人事係） 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1998年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成10年度（行政） 任用係（人事係） 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1998年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成10年度（教育職）2 任用係（人事係） 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1998年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成10年度（医三） 任用係（人事係） 1999年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1998年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成10年度学内規則1 文書係（総務第一係） 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1999年度 （旧）（医）総務課 人事 給与関係 平成11年度長期給付関係 給与係（人事係） 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1999年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成11年度退職手当関係 給与係（人事係） 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1999年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成11年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

1999年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成11年度（行政） 任用係（人事係） 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1999年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成11年度（医三） 任用係（人事係） 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1999年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成11年度（教育職）2 任用係（人事係） 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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1999年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成11年度（教育職）1 任用係（人事係） 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1999年度 （旧）（医）総務課 管理 広報誌、職員録（保存用） 学報Ｎｏ56～Ｎｏ71 文書係（総務第一係） 2000年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1999年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成11年度学内規則1 文書係（総務第一係） 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

1999年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成11年度学内規則2 文書係（総務第一係） 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

2000年度 （旧）（医）総務課 人事 給与関係 平成12年度長期給付関係 給与係（人事係） 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2000年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成12年度退職手当関係 給与係（人事係） 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2000年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成12年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2000年度 （旧）（医）総務課 病院 その他病院関係文書（30年） 平成12年度当直承認申請関係 庶務係（総務第一係） 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2000年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成12年度（行政） 任用係（人事係） 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2000年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成12年度（医三） 任用係（人事係） 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2000年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成12年度（教育職）2 任用係（人事係） 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2000年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成12年度（教育職）1 任用係（人事係） 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2000年度 （旧）（医）総務課 管理 広報誌、職員録（保存用） 学報Ｎ072～ 文書係（総務第一係） 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2000年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成12年度学内規則1 文書係（総務第一係） 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

2001年度 （旧）（医）総務課 人事 給与関係 平成13年度長期給付関係 給与係（人事係） 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2001年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成13年度退職手当関係 給与係（人事係） 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2001年度 （旧）（医）総務課 管理 学長選挙 平成13年度学長選考関係 庶務係（総務第一係） 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2001年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成13年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2001年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成13年度（教育職） 任用係（人事係） 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2001年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成13年度（行政） 任用係（人事係） 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2001年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成13年度（医三） 任用係（人事係） 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2001年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成13年度学内規則 文書係（総務第一係） 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2002年度 （旧）（医）総務課 人事 給与関係 平成14年度長期給付関係 給与係（人事係） 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2002年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成14年度退職手当関係 給与係（人事係） 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2002年度 （旧）（医）総務課 管理 大学組織関係 大分医科大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程設置計画書 庶務課（総務第一係） 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2002年度 （旧）（医）総務課 管理 大学組織関係 大分医科大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程設置計画書 庶務課（総務第一係） 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2002年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成14年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2002年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成14年度（教育職） 任用係（人事係） 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2002年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成14年度（医二） 任用係（人事係） 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2002年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成14年度（行政） 任用係（人事係） 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2002年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成14年度（医三） 任用係（人事係） 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2002年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成14年度学内規則 文書係（総務第一係） 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

2003年度 （旧）（医）総務課 管理 大学組織関係 大分医科大学医学部看護学科看護婦学校指定申請書 企画調査係（病院企画係） 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2003年度 （旧）（医）総務課 人事 給与関係 平成15年度長期給付関係 給与係（人事係） 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2003年度 （旧）（医）総務課 人事 退職手当関係 平成15年度退職手当関係 給与係（人事係） 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2003年度 （旧）（医）総務課 管理 大学組織関係 大分医科大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程設置計画書 庶務課（総務第一係） 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2003年度 （旧）（医）総務課 管理 教授会記録（重要文書） 平成15年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2003年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成15年度（教育職） 任用係（人事係） 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2003年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成15年度（医三） 任用係（人事係） 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2003年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成15年度（医二） 任用係（人事係） 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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2003年度 （旧）（医）総務課 人事 人事記録・附属書類 人事異動伺平成15年度（行政） 任用係（人事係） 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2003年度 （旧）（医）総務課 管理 規則関係 平成15年度学内規則 文書係（総務第一係） 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

2004年度 管理 大分医科大学医学部看護学科看護婦学校指定申請書 企画調査係（病院企画係） 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2004年度 管理 平成16年度教授会議事録 庶務係（総務第一係） 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2004年度 人事 教員選考関係書類（平成16年度） 人事係 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2004年度 管理 平成16年度内部規則の制定等 総務係（総務第一係） 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2005年度 管理 平成17年度寄附講座の設置 総務課副課長（人事担当） 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2005年度 安全衛生管理 17年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2005年度 人事 個人線量当量管理票綴（平成17年度） 安全衛生係 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2005年度 管理 大分医科大学医学部看護学科看護婦学校指定申請書 企画調査係（病院企画係） 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2005年度 人事 教員選考関係書類（平成17年度） 人事係 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2005年度 管理 平成17年度教授会議事録 総務第一係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2005年度 管理 平成17年度内部規則の制定等 総務第一係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

2006年度 管理 平成18年度寄附講座の設置 総務課副課長（人事担当） 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2006年度 安全衛生管理 18年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2006年度 安全衛生管理 18年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2006年度 人事 教員選考関係書類（平成18年度） 人事係 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2006年度 管理 平成18年度教授会議事録 総務第一係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2006年度 管理 平成18年内部規則の制定等 総務第一係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

2007年度 管理 平成19年度寄附講座の設置 総務課副課長（人事担当） 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2007年度 管理 平成19年度教授会議事録 総務第一係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2007年度 管理 平成19年内部規則の制定等 総務第一係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

2007年度 安全衛生管理 19年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2007年度 安全衛生管理 19年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2007年度 （旧）（医）総務課 病院 医療法・厚生省に基づく各種報告書 構造設備承認申請(No.1～17) 企画調査係（病院企画係） 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2007年度 人事 教員選考関係書類（平成19年度） 人事係 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2008年度 管理 平成20年度寄附講座の設置 総務課副課長（人事担当） 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2008年度 管理 平成20年内部規則の制定等 総務第一係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

2008年度 管理 平成20年度教授会議事録 総務第一係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2008年度 管理 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（平成15年度～平成20年度) 病院企画室企画グループ（病院企画係） 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2008年度 病院 構造設備承認申請No.18～19 病院企画係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2008年度 安全衛生管理 20年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2008年度 安全衛生管理 20年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2008年度 人事 教員選考関係書類（平成20年度） 人事係 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2009年度 管理 平成21年度寄附講座の設置 総務課副課長（人事担当） 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2009年度 管理 平成21年度教授会議事録 総務第一係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2009年度 管理 平成21年内部規則の制定等 総務第一係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

2009年度 管理 放射性同位元素等検査関係(附属病院)（平成21年度) 病院企画係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2009年度 病院 構造設備承認申請No.20 病院企画係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2009年度 安全衛生管理 21年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2009年度 安全衛生管理 21年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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2009年度 人事 教員選考関係書類（平成21年度） 人事係 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2010年度 管理 平成22年度寄附講座の設置 総務課副課長（人事担当） 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2010年度 人事 教員選考関係書類（平成22年度） 人事係 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2010年度 管理 平成22年度教授会議事録 総務第一係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2010年度 管理 平成22年内部規則の制定等 総務第一係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

2010年度 病院 平成22年度計画関係 病院企画係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2010年度 病院 構造設備承認申請No.21 病院企画係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2010年度 安全衛生管理 22年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 ######### 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2010年度 安全衛生管理 22年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 ######### 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 管理 平成23年度寄附講座の設置 総務課副課長（人事担当） 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 東日本大震災 総務課副課長（総務担当） 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 人事 任免 公募・推薦 教員選考関係書類（平成23年度） 人事係 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 法規 内部規則 平成23年内部規則の制定等 総務第一係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 会議 部局等会議 平成23年度教授会議事録 総務第一係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成23年度計画関係 病院企画係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 会議 部局等会議 病院再整備にかかる病床増・病床減の協議関係(平成23年度～) 病院企画係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（平成21年度～平成23年度) 病院企画係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射性同位元素等検査関係(附属病院)（平成23年度) 病院企画係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（平成23年度～) 病院企画係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 構造設備承認申請No.22 病院企画係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 構造設備承認申請No.23 病院企画係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 管理一般 環境 安全管理 23年度作業環境測定結果報告書 安全衛生係 ######### 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 人事 服務･表彰 健康 23年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 ######### 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2011年度 人事 服務･表彰 健康 23年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 ######### 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 統括 統括 ふるさと医療人育成事業「地域医療を理解するセミナー」 総務課副課長（人事担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 統括 統括 コ・メディカル新採用者オリエンテーション関係 総務課副課長（人事担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 部局等会議 内科学再編成に関わるＷＧ 総務課副課長（人事担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 部局等会議 外科学再編成に関わるＷＧ 総務課副課長（人事担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理 平成24年度寄附講座の設置 総務課副課長（人事担当） 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 統括 統括 自主臨床研究補償関係 総務課副課長（総務担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 統括 統括 個人情報保護関係 総務課副課長（総務担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 統括 統括 病院セキュリティ関係 総務課副課長（総務担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 統括 附属病院のガバナンスを検討するＷＧ 総務課副課長（総務担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 統括 医学部執行部会議 総務課副課長（総務担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 統括 臓器移植関係 総務課副課長（総務担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 統括 医学部将来計画委員会 総務課副課長（総務担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 部局等会議 先端分子イメージングセンター運営委員会 総務課副課長（総務担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 部局等会議 ＰＥＴ－ＧＭＰ運用委員会 総務課副課長（総務担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 部局等会議 基礎医学画像センター運営委員会 総務課副課長（総務担当） 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 人事 任免 公募・推薦 教員選考関係書類（平成24年度） 人事係 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 法規 内部規則 平成24年内部規則の制定等 総務第一係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 総務課 総務課長 廃棄
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2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度教授会議事録 総務第一係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 統括 医学部執行部会議 総務課副課長（総務担当） 2013年4月3日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 統括 医学部将来計画委員会 総務課副課長（総務担当） 2013年4月4日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度病院運営委員会議事要録 病院企画係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成24年度計画関係 病院企画係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（平成24年度～) 病院企画係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射性同位元素等検査関係(附属病院)（平成24年度) 病院企画係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（平成24年度) 病院企画係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 構造設備承認申請No.24 病院企画係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 構造設備承認申請No.25 病院企画係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 構造設備承認申請No.26 病院企画係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 環境 安全管理 24年度作業環境測定結果報告書 安全衛生係 ######### 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 人事 服務･表彰 健康 24年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 ######### 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 人事 服務･表彰 健康 24年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 ######### 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成24年度医学教育関係業務功労者の表彰関係 職員係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2012年度 管理一般 危機管理 総括 国際規制物資関係（平成24年度～） 総務第二係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 人事 任免 公募・推薦 教員選考関係書類（平成25年度） 人事係 ######### 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 統括 統括 ふるさと医療人育成事業「地域医療を理解するセミナー」 総務課副課長（人事担当） 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 統括 統括 コ・メディカル新採用者オリエンテーション関係 総務課副課長（人事担当） 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 統括 統括 個人情報保護関係 総務課副課長（総務担当） 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 統括 統括 病院セキュリティ関係 総務課副課長（総務担当） 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 統括 医学部将来計画委員会 総務課副課長（総務担当） 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 統括 医学部将来計画委員会 総務課副課長（総務担当） 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 部局等会議 先端分子イメージングセンター運営委員会 総務課副課長（総務担当） 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度病院運営委員会議事要録 病院企画係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成25年度計画関係 病院企画係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射性同位元素等検査関係(附属病院)（平成25年度) 病院企画係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（平成24～25年度) 病院企画係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 構造設備承認申請No.27 病院企画係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 環境 安全管理 25年度作業環境測定結果報告書 安全衛生係 ######### 30年 2044年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 人事 服務･表彰 健康 25年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 ######### 30年 2044年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 人事 服務･表彰 健康 25年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 ######### 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成25年度医学教育関係業務功労者の表彰関係 職員係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度教授会議事録 総務第一係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2013年度 管理一般 統括 統括 向精神薬試験研究施設設置者の製造量等の年間届出関係(平成25年度～) 総務第二係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 人事 公募・推薦 教員選考関係書類（平成26年度） 人事係 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 統括 統括 ふるさと医療人育成事業「地域医療を理解するセミナー」 総務課副課長（人事担当） 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 統括 統括 コ・メディカル新採用者オリエンテーション関係 総務課副課長（人事担当） 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 統括 統括 個人情報保護関係 総務課副課長（総務担当） 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 統括 統括 病院セキュリティ関係 総務課副課長（総務担当） 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 統括 医学部将来計画委員会 総務課副課長（総務担当） 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 部局等会議 先端分子イメージングセンター運営委員会 総務課副課長（総務担当） 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度病院運営委員会議事要録 病院企画係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成26年度計画関係 病院企画係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射性同位元素等検査関係(附属病院)（平成26年度) 病院企画係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（平成26年度) 病院企画係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 構造設備承認申請No.28 病院企画係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 構造設備承認申請No.29 病院企画係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 環境 安全管理 26年度作業環境測定結果報告書 安全衛生係 ######### 30年 2045年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 人事 服務･表彰 健康 26年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 ######### 30年 2045年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 人事 服務･表彰 健康 26年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 ######### 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成26年度医学教育関係業務功労者の表彰関係 職員係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度教授会議事録 総務第一係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 統括 統括 個人情報保護関係 総務課副課長（総務担当） 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 統括 医学部将来計画委員会 総務課副課長（総務担当） 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 部局等会議 先端分子イメージングセンター運営委員会 総務課副課長（総務担当） 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 人事 任免 公募・推薦 教員選考関係書類（平成27年度） 人事係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度教授会議事録 総務第一係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 統括 統括 ふるさと医療人育成事業「地域医療を理解するセミナー」 総務課副課長（人事担当） 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 統括 統括 コ・メディカル新採用者オリエンテーション関係 総務課副課長（人事担当） 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度病院運営委員会議事要録 病院企画係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成27年度計画関係 病院企画係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（平成27年度) 病院企画係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 構造設備承認申請No.30 病院企画係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射性同位元素等検査関係(附属病院)（平成28年度) 病院企画係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 人事 服務･表彰 健康 27年度給食係健康診断票 安全衛生係 ######### 7年 ########## 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 管理一般 環境 安全管理 27年度作業環境測定結果報告書 安全衛生係 ######### 30年 ########## 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 人事 服務･表彰 健康 27年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 ######### 30年 ########## 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 人事 服務･表彰 健康 27年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 ######### 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2015年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成27年度医学教育関係業務功労者の表彰関係 職員係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 統括 統括 個人情報保護関係 総務課副課長（総務担当） 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 統括 医学部将来計画委員会 総務課副課長（総務担当） 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 部局等会議 先端分子イメージングセンター運営委員会 総務課副課長（総務担当） 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 統括 部局等会議 平成28年度臓器移植関係 総務課副課長（総務担当） 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 部局等会議
平成28年度医学部教授会　大学院医学系研究科委員会
医学部教授審査委員会　医学部門人事会議

総務第一係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 統括 統括 ふるさと医療人育成事業「地域医療を理解するセミナー」 総務課副課長（人事担当） 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 統括 統括 コ・メディカル新採用者オリエンテーション関係 総務課副課長（人事担当） 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 統括 統括 不在者投票関係(平成28年度) 病院企画係 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 会議 部局等会議 病院運営委員会議事要旨(平成28年度) 病院企画係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（平成28年度) 病院企画係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 構造設備承認申請No.31・32 病院企画係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 人事 服務･表彰 健康 28年度給食係健康診断票 安全衛生係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 人事 福利厚生 災害補償 28年度労災申請関係書類綴 安全衛生係 2017年4月1日 完結後5年 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 管理一般 環境 安全管理 28年度作業環境測定結果報告書 安全衛生係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 人事 服務･表彰 健康 28年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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2016年度 人事 服務･表彰 健康 28年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成28年度医学教育関係業務功労者の表彰関係 職員係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2016年度 人事 任免 公募・推薦 教員選考関係書類（平成28年度） 人事係 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 統括 内科医療人材育成会議資料関係 総務課副課長（人事担当） 2017年4月1日 11年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 統括 個人情報保護関係 総務課副課長（総務担当） 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成29年度災害対策関係 総務課副課長（総務担当） 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 部局等会議 平成29年度PET-GMP運用委員会 総務課副課長（総務担当） 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度ヒトゲノム研究倫理審査委員会 総務第二係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度倫理委員会 総務第二係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員等 人事異動伺医員・研修医平成29年度 人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 給与 諸手当 通勤手当関係（医員・医員（研修医））平成29年度 人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 任免 公募・推薦 教員選考関係書類（平成29年度） 人事係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 郵便切手類受払簿（平成29年度～） 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度特殊郵便受付簿、宅配便受付簿 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度学内文書 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度学外文書 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令伺 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度医学部国際交流委員会 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度常駐警備業務報告書　附属病院時間外受付及び警備業務報告書 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度医学部長会議関係 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度病院長会議関係 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度全国医学部長病院長会議関係 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度事務部長会議関係 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度国立大学医学部・医科大学事務協議会 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度火葬・遺骨返還関係 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度動物慰霊祭・合同慰霊祭 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度郵便料金計器計示額報告書及び計示額記録簿 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度全国大学病院輸血部会議関係資料 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 第14回全国国立大学法人病院医療技術部診療支援部会議関係資料 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 拾得物関係（平成29年度） 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張 外国人客員研究員関係（平成29年度） 総務第一係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 出張
平成29年度医学部教授会　大学院医学系研究科委員会
医学部教授審査委員会　医学部門人事会議

総務第一係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 統括 平成29年度覚せい剤研究者指定証申請関係 総務第二係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度医学部研究推進委員会 総務第二係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度科学技術研究調査 総務第二係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 研究 研究 統括 平成29年度看護研究（1）、（2） 総務第二係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 看護学科カンファレンス室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 研究 研究資金 競争的資金 平成29年度研究助成 総務第二係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 平成29年度研究員関係 総務第二係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 福利厚生 総括 保育園関係（平成29年度） 職員係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 福利厚生 総括 病児保育室関係（平成29年度） 職員係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 統括 ふるさと医療人育成事業「地域医療を理解するセミナー」 総務課副課長（人事担当） 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 統括 コ・メディカル新採用者オリエンテーション関係 総務課副課長（人事担当） 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 部局等会議 平成29年度遠隔画像転送システム連絡協議会 総務課副課長（総務担当） 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 部局等会議 平成29年度臓器移植関係 総務課副課長（総務担当） 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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2017年度 管理一般 統括 部局等会議 平成29年度病院長選考会議 総務課副課長（総務担当） 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 統括 特定機能病院の業務に関する報告（平成29年度） 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 医療法に基づく立入検査(平成29年度) 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携協議会関係文書綴(平成29年度) 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携協議会関係文書綴　緩和ケア研修会(平成29年度) 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携拠点病院現況報告関係（平成29年度) 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 統括 病院資料(平成29年度) 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 統括 病院機能指標(29年度作成分) 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 統括 病院関係一般文書等(平成29年度) 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 調査統計 病院関係アンケート等(学内)平成29年度 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 調査統計 病院関係アンケート・調査等(学外)平成29年度 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 調査統計 災害拠点病院関係（平成29年度） 病院企画係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 総括 ドクターヘリ関係綴（平成29年度） 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 総括 総括 がんゲノム医療連携病院（平成29年度） 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 部局等会議 医局長会（平成29年度） 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 部局等会議 PET診療放射線安全管理委員会(平成29年度） 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 調査統計 病床機能報告（平成29度～) 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統括 統括 不在者投票関係(平成29年度) 病院企画係 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 部局等会議 病院運営委員会議事要旨(平成29年度) 病院企画係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 統計 調査統計 精神病院関係(調書等)（平成29年度） 病院企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（平成29年度) 病院企画係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 構造設備承認申請No.33 病院企画係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 全学会議 29年度衛生委員会議事録綴 安全衛生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務･表彰 健康 29年度職員健康診断個人票 安全衛生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務･表彰 健康 29年度ガラスバッジ測定記録綴 安全衛生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務･表彰 健康 29年度給食係健康診断票 安全衛生係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 福利厚生 災害補償 29年度労災申請関係書類綴 安全衛生係 2018年4月1日 完結後5年 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 環境 安全管理 29年度作業環境測定結果報告書 安全衛生係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 CD 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務･表彰 健康 29年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務･表彰 健康 29年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度常勤職員勤務時間報告書（写） 職員係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度非常勤職員勤務時間報告書（写） 職員係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度超過勤務命令簿（教員） 職員係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度超過勤務命令簿（常勤職員） 職員係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度超過勤務命令簿（非常勤職員） 職員係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成29年度医学教育関係業務功労者の表彰関係 職員係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 出勤簿綴（平成29年） 職員係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度卒後臨床研修センター運営会議・医師臨床研修管理委員会 卒後臨床研修 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成29年度臨床研修関係　学外回答 卒後臨床研修 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成29年度歯科医師臨床研修関係 卒後臨床研修 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成29年度研修医オリエンテーション関係 卒後臨床研修 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成29年度臨床研修病院年次報告 卒後臨床研修 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成29年度医師臨床研修補助金関係 卒後臨床研修 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成29年度研修医採用試験関係（30年度開始） 卒後臨床研修 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成29年度研修プログラム関係（30年度開始） 卒後臨床研修 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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2017年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成29年度医師臨床研修手引き関係（30年度版） 卒後臨床研修 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成29年度スキルスラボ関係　 卒後臨床研修 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2017年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成29年度臨床研修修了関係 卒後臨床研修 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 統括 内科医療人材育成会議関係 総務課副課長（人事担当） 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員等 人事異動伺医員・研修医平成30年度 人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 給与 諸手当 通勤手当関係（医員・医員（研修医））平成30年度 人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 任免 公募・推薦 教員選考関係書類（平成30年度） 人事係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度ヒトゲノム研究倫理審査委員会 総務第二係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度倫理委員会 総務第二係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 郵便切手類受払簿（平成30年度） 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度特殊郵便受付簿、宅配便受付簿 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 （国際交流関係）協定書関係綴 総務第一係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度学内文書 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度学外文書 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令伺 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度医学部国際交流委員会 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度国立大学医学部長会議関係 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度病院長会議関係 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度全国医学部長・病院長会議関係 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度事務部長会議関係 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度国立大学医学部・医科大学事務協議会 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度火葬・遺骨返還関係 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度動物慰霊祭・合同慰霊祭 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度郵便料金計器計示額報告書及び計示額記録簿 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度臨床倫理委員会 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度手術手技研修専門委員会 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度常駐警備業務報告書　附属病院時間外受付及び警備業務報告書 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張 外国人客員研究員関係（平成30年度） 総務第一係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 出張
平成30年度医学部教授会　大学院医学系研究科委員会
医学部教授審査委員会　医学部門人事会議

総務第一係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 統括 平成30年度覚せい剤研究者指定証申請関係 総務第二係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度医学部研究推進委員会 総務第二係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度科学技術研究調査 総務第二係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 研究 研究 統括 平成30年度看護研究（1）、（2） 総務第二係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 看護学科カンファレンス室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 研究 研究資金 競争的資金 平成30年度研究助成 総務第二係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 平成30年度研究員関係 総務第二係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 福利厚生 総括 保育園関係（平成30年度） 職員係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 福利厚生 総括 病児保育室関係（平成30年度） 職員係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 統括 ふるさと医療人育成事業「地域医療を理解するセミナー」 総務課副課長（人事担当） 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 統括 コ・メディカル新採用者オリエンテーション関係 総務課副課長（人事担当） 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 統括 個人情報保護関係 総務課副課長（総務担当） 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 部局等会議 平成30年度遠隔画像転送システム連絡協議会 総務課副課長（総務担当） 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 部局等会議 平成30年度臓器移植関係 総務課副課長（総務担当） 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成30年度災害対策関係 総務課副課長（総務担当） 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 部局等会議 平成30年度PET-GMP運用委員会 総務課副課長（総務担当） 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 統括 特定機能病院の業務に関する報告（平成30年度） 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄
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2018年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 医療法に基づく立入検査(平成30年度) 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携協議会関係文書綴(平成30年度) 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携協議会関係文書綴　緩和ケア研修会(平成30年度) 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携拠点病院現況報告関係（平成30年度) 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 統括 病院資料(平成30年度) 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 統括 病院機能指標(30年度作成分) 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 統括 病院関係一般文書等(平成30年度) 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 調査統計 病院関係アンケート等(学内)平成30年度 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 調査統計 病院関係アンケート・調査等(学外)平成30年度 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 調査統計 災害拠点病院関係（平成30年度） 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 総括 救命救急センター関係綴（平成29～30年） 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 総括 ドクターヘリ関係綴（平成30年度） 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 病院執行部会議（平成30年度） 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 総括 がんゲノム医療連携病院（平成30年度） 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 医局長会（平成30年度） 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 連携病院との交流推進会議（平成28～30年度） 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 PET診療放射線安全管理委員会(平成30年度） 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 調査統計 病床機能報告（平成30度) 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 病院運営委員会議事要旨(平成30年度) 病院企画係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統計 調査統計 精神病院関係(調書等)（平成30年度） 病院企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（平成30年度) 病院企画係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 統括 統括 不在者投票関係(平成30年度) 病院企画係 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 全学会議 30年度衛生委員会議事録綴 安全衛生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務･表彰 健康 30年度職員健康診断個人票 安全衛生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務･表彰 健康 30年度ガラスバッジ測定記録綴 安全衛生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務･表彰 健康 30年度給食係健康診断票 安全衛生係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 福利厚生 災害補償 30年度労災申請関係書類綴 安全衛生係 2019年4月1日 完結後5年 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 環境 安全管理 30年度作業環境測定結果報告書 安全衛生係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 CD 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務･表彰 健康 30年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務･表彰 健康 30年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度常勤職員勤務時間報告書（写） 職員係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度非常勤職員勤務時間報告書（写） 職員係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度超過勤務命令簿（教員） 職員係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度超過勤務命令簿（常勤職員） 職員係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度超過勤務命令簿（非常勤職員） 職員係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 平成30年度医学教育関係業務功労者の表彰関係 職員係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 出勤簿綴（平成30年） 職員係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度卒後臨床研修センター運営会議・医師臨床研修管理委員会 卒後臨床研修 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成30年度臨床研修関係　学外回答 卒後臨床研修 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成30年度歯科医師臨床研修関係 卒後臨床研修 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成30年度研修医オリエンテーション関係 卒後臨床研修 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成30年度臨床研修病院年次報告 卒後臨床研修 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成30年度医師臨床研修補助金関係 卒後臨床研修 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成30年度研修医採用試験関係（31年度開始） 卒後臨床研修 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成30年度研修プログラム関係（31年度開始） 卒後臨床研修 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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2018年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成30年度医師臨床研修手引き関係（31年度版） 卒後臨床研修 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成30年度スキルスラボ関係　 卒後臨床研修 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2018年度 医療 教育・研究 臨床研修 平成30年度臨床研修修了関係 卒後臨床研修 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員等 人事異動伺医員・研修医平成31年度 人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 給与 諸手当 通勤手当関係（医員・医員（研修医））平成31年度 人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 任免 公募・推薦 教員選考関係書類（平成31年度） 人事係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度ヒトゲノム研究倫理審査委員会 総務第二係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度倫理委員会 総務第二係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 出張 施設見学等（病院） 総務第一係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 出張 郵便切手類受払簿（令和元年度） 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度特殊郵便受付簿、宅配便受付簿 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度（国際交流関係）協定書関係綴 総務第一係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度学内文書 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度学外文書 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令伺 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度医学部国際交流委員会 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 施設 警備 警備 令和元年度常駐警備業務報告書　附属病院時間外受付及び警備業務報告書 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度国立大学医学部長会議関係 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 郵便 令和元年度病院長会議関係 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度全国医学部長・病院長会議関係 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度事務部長会議関係 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度国立大学医学部・医科大学事務協議会 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 令和元年度火葬・遺骨返還関係 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 行事・儀式 令和元年度動物慰霊祭・合同慰霊祭 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 郵便 令和元年度郵便料金計器計示額報告書及び計示額記録簿 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度臨床倫理委員会 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度手術手技研修専門委員会 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 国際交流 留学生 外国人研究生 外国人客員研究員関係（令和元年度） 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議
令和元年度医学部教授会　大学院医学系研究科委員会
医学部教授審査委員会　医学部門人事会議

総務第一係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 危機管理 文書管理 新型コロナウイルス関係（学外） 総務第一係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管 保存期間満了時の措置 廃棄→移管

2019年度 管理一般 統括 統括 令和元年度麻薬研究者免許証申請関係 総務第二係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度看護ﾕﾆﾌｨｹｰｼｮﾝ推進委員会 総務第二係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度看護学科会議 総務第二係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度看護学科教授会 総務第二係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 学外会議 令和元年度国立大学保健医療学系代表者協議会 総務第二係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 学外会議 令和元年度日本看護系大学協議会 総務第二係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 令和元年度覚せい剤研究者指定証申請関係 総務第二係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度医学部研究推進委員会 総務第二係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度科学技術研究調査 総務第二係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 研究 研究 統括 令和元年度度看護研究（1）、（2） 総務第二係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 看護学科カンファレンス室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 研究 研究資金 競争的資金 令和元年度研究助成 総務第二係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 令和元年度研究員関係 総務第二係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 福利厚生 総括 保育園関係（令和元年度） 職員係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄
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2019年度 人事 福利厚生 総括 病児保育室関係（令和元年度） 職員係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 福利厚生 総括 元年度幼児教育・保育の無償化関係 職員係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 大分をつなぎ、つむぐキャリア教育推進事業「地域医療魅力発見セミナー」 総務課副課長（人事担当） 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 コ・メディカル新採用者オリエンテーション関係 総務課副課長（人事担当） 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 令和元年度内科医療人材育成会議関係 総務課副課長（人事担当） 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 令和元年度寄附講座の設置 総務課副課長（人事担当） 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 個人情報保護関係 総務課副課長（総務担当） 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 部局等会議 平成3１・令和元年度遠隔画像転送システム連絡協議会 総務課副課長（総務担当） 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 部局等会議 平成3１・令和元年度臓器移植関係 総務課副課長（総務担当） 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 危機管理 危機・災害 平成3１・令和元年度災害対策関係 総務課副課長（総務担当） 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 部局等会議 平成3１・令和元年度PET-GMP運用委員会 総務課副課長（総務担当） 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 部局等会議 令和元年度基礎医学画像センター運用委員会 総務課副課長（総務担当） 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 部局等会議 令和元年度病院長選考会議 総務課副課長（総務担当） 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 回答・提出等文書 総務課副課長（総務担当） 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 令和元年度広報関係 総務課副課長（総務担当） 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 麻薬施用者免許証申請関係(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 保険医登録申請関係(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 教育・研究 研修 研修登録医受入関係（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 教育・研究 研修 医療機器開発研修生受入関係（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 学外会議 連携病院長懇談会関係（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 診療従事同意・許可申請書(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 教育・研究 研修 受託実習生受入関係(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 教育・研究 研修 病院研修生受入関係（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 特定機能病院の業務に関する報告（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 医療法に基づく立入検査(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携協議会関係文書綴(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携協議会関係文書綴　緩和ケア研修会(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携拠点病院現況報告関係（令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 病院資料(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 病院機能指標(令和元年度作成分) 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 病院関係一般文書等(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査統計 病院関係アンケート等(学内)令和元年度 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査統計 病院関係アンケート・調査等(学外)令和元年度 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査統計 災害拠点病院関係（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 総括 救命救急センター関係綴（令和元年） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 総括 ドクターヘリ関係綴（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 病院執行部会議（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 総括 がんゲノム医療連携病院（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 総括 大分県難病診療連携拠点病院（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 総括 総括 小児がん連携病院（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 医局長会（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 連携病院との交流推進会議（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄
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2019年度 管理一般 会議 部局等会議 PET診療放射線安全管理委員会(令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査統計 病床機能報告（令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 病院運営委員会議事要旨(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統計 調査統計 精神病院関係(調書等)（令和元年度） 病院企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 統括 統括 不在者投票関係(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 業務管理 院内学級設立に関するもの 院内学級関係(令和元年度) 病院企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務 健康 元年度感染症予防活動資料綴 安全衛生係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 全学会議 元年度衛生委員会議事録綴 安全衛生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 環境 安全管理 元年度局所排気装置自主点検記録綴(副） 安全衛生係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 CD 事務室 総務課 総務課長 廃棄 保存期間の変更 5年→3年　

2019年度 管理一般 環境 安全管理 元年度遠心機械検査記録綴（副） 安全衛生係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 CD 事務室 総務課 総務課長 廃棄 保存期間の変更 5年→3年　

2019年度 人事 服務･表彰 健康 元年度職員健康診断個人票 安全衛生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務･表彰 健康 元年度ガラスバッジ測定記録綴 安全衛生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 福利厚生 厚生費・レクリエーション 元年度保健経理厚生費（共済厚生費）関係 安全衛生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務･表彰 勤務時間 元年度超過勤務命令簿・勤務状況表 安全衛生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務･表彰 健康 元年度給食係健康診断票 安全衛生係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 福利厚生 災害補償 元年度労災申請関係書類綴 安全衛生係 2020年4月1日 完結後5年 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 環境 安全管理 元年度作業環境測定結果報告書 安全衛生係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 CD 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務･表彰 健康 元年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務･表彰 健康 元年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 割振変更願（令和元年度） 職員係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 休暇簿綴（令和元年） 職員係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 勤務時間割振簿（令和元年度） 職員係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 兼業 講演会等（教員）（令和元年度） 職員係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 兼業 兼業関係（令和元年度） 職員係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 人材育成 研修 研修関係（令和元年度） 職員係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 人材育成 研修 研修願（教員）（令和元年度） 職員係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度常勤職員勤務時間報告書（写） 職員係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度非常勤職員勤務時間報告書（写） 職員係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度超過勤務命令簿（教員） 職員係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度超過勤務命令簿（常勤職員） 職員係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度超過勤務命令簿（非常勤職員） 職員係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 令和元年度医学教育関係業務功労者の表彰関係 職員係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 出勤簿綴（令和元年） 職員係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度卒後臨床研修センター運営会議・医師臨床研修管理委員会 卒後臨床研修 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和元年度臨床研修関係　学外回答 卒後臨床研修 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
2019年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和元年度歯科医師臨床研修関係 卒後臨床研修 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
2019年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和元年度研修医オリエンテーション関係 卒後臨床研修 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和元年度臨床研修病院年次報告 卒後臨床研修 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和元年度医師臨床研修補助金関係 卒後臨床研修 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和元年度研修医採用試験関係（2年度開始） 卒後臨床研修 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和元年度研修プログラム関係（2年度開始） 卒後臨床研修 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和元年度医師臨床研修手引き関係（2年度版） 卒後臨床研修 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2019年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和元年度スキルスラボ関係　 卒後臨床研修 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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2019年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和元年度臨床研修修了関係 卒後臨床研修 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員等 人事異動伺医員・研修医令和2年度 人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 給与 諸手当 諸手当関係（医員・医員（研修医））令和2年度 人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 任免 公募・推薦 教員選考関係書類（令和2年度） 人事係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度ヒトゲノム研究倫理審査委員会 総務第二係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度倫理委員会 総務第二係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 施設見学等（病院） 総務第一係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 郵便 郵便切手類受払簿（令和２年度） 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 郵便 令和２年度特殊郵便受付簿、宅配便受付簿，郵便教務日誌 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 郵便 令和２年度郵便料金計器計示額報告書及び計示額記録簿 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度学内文書1 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度学内文書2 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度学内文書3 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度学外文書 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度学外文書（病院・各種会議関係） 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 出張 【赴任】令和２年度旅行命令簿 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度旅行命令簿１ 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度旅行命令簿２ 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度旅行命令簿３ 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度旅行命令簿４ 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度旅行命令簿５ 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 出張 【科研】令和２年度旅行命令簿 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 出張 【その他の補助金（AMED等）】令和２年度旅行命令簿 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度医学部国際交流委員会 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 施設 警備 警備 令和２年度常駐警備業務報告書　附属病院時間外受付及び警備業務報告書 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 会計 契約 契約 令和２年度タクシーチケット利用報告書 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度国立大学医学部長会議関係 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 郵便 令和２年度病院長会議関係 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度全国医学部長・病院長会議関係 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度事務部長会議関係 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度国立大学医学部・医科大学事務協議会１ 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度国立大学医学部・医科大学事務協議会２ 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度献体・火葬・遺骨返還関係 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 行事・儀式 令和２年度動物慰霊祭・合同慰霊祭 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度臨床倫理委員会 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度手術手技研修専門委員会 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 国際交流 留学生 外国人研究生 外国人客員研究員・外国人研究員等宿泊施設関係（令和２年度） 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議
令和２年度医学部教授会　大学院医学系研究科委員会
医学部教授審査委員会　医学部門人事会議　１

総務第一係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2020年度 管理一般 会議 部局等会議
令和２年度医学部教授会　大学院医学系研究科委員会
医学部教授審査委員会　医学部門人事会議　２

総務第一係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議
令和２年度医学部教授会　大学院医学系研究科委員会
医学部教授審査委員会　医学部門人事会議　３

総務第一係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 総括 拾得物関係（令和２年度） 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度解剖見学 総務第一係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度職員派遣依頼 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 会計 統括 統括 令和２年度自家用車業務使用登録申請 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 危機管理 文書管理 新型コロナウイルス関係（学外）1 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管 保存期間満了時の措置 廃棄→移管

2020年度 管理一般 危機管理 文書管理 新型コロナウイルス関係（学外）2 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管 保存期間満了時の措置 廃棄→移管

2020年度 管理一般 危機管理 文書管理 新型コロナウイルス関係（学外）3 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管 保存期間満了時の措置 廃棄→移管

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度麻薬研究者免許証申請関係 総務第二係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度看護ﾕﾆﾌｨｹｰｼｮﾝ推進委員会 総務第二係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度看護学科会議 総務第二係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度看護学科教授会 総務第二係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 学外会議 令和２年度国立大学保健医療学系代表者協議会 総務第二係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 学外会議 令和２年度日本看護系大学協議会 総務第二係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度覚せい剤研究者指定証申請関係 総務第二係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度医学部研究推進委員会 総務第二係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和２年度科学技術研究調査 総務第二係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 研究 研究 統括 令和２年度度看護研究（1）、（2） 総務第二係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 看護学科カンファレンス室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 研究 研究資金 競争的資金 令和２年度研究助成 総務第二係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 令和２年度研究員関係 総務第二係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 福利厚生 総括 保育園関係（令和２年度） 職員係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 福利厚生 総括 病児保育室関係（令和２年度） 職員係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 福利厚生 総括 令和２年度幼児教育・保育の無償化関係 職員係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 大分をつなぎ、つむぐキャリア教育推進事業「地域医療魅力発見セミナー」 総務課副課長（人事担当） 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 コ・メディカル新採用者オリエンテーション関係 総務課副課長（人事担当） 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度内科医療人材育成会議関係 総務課副課長（人事担当） 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度寄附講座の設置 総務課副課長（人事担当） 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 特定行為研修管理委員会 総務課副課長（人事担当） 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 新型コロナウイルス感染症関係（慰労金申請（派遣・委託業者）） 総務課副課長（人事担当） 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2020年度 管理一般 統括 統括 新型コロナウイルス感染症関係（宿泊療養施設　看護師派遣） 総務課副課長（人事担当） 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2020年度 管理一般 統括 統括 新型コロナウイルス感染症関係（ワクチン接種業務） 総務課副課長（人事担当） 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2020年度 管理一般 統括 統括 個人情報保護関係 総務課副課長（総務担当） 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 部局等会議 令和２年度医学部将来計画委員会 総務課副課長（総務担当） 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和２年度医学部COVID１９対策本部関係 総務課副課長（総務担当） 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管 保存期間満了時の措置 廃棄→移管

2020年度 管理一般 統括 部局等会議 令和２年度臓器移植関係 総務課副課長（総務担当） 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 部局等会議 令和２年度病院広報委員会 総務課副課長（総務担当） 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 令和２年度広報関係 総務課副課長（総務担当） 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 回答・提出等文書 総務課副課長（総務担当） 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 部局等会議 令和２年度新学科関係 総務課副課長（総務担当） 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 特定機能病院の業務に関する報告（令和２年度） 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄
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2020年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 医療法に基づく立入検査(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 麻薬施用者免許証申請関係(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 保険医登録申請関係(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 研修 研修登録医受入関係（令和２年度） 病院企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 研修 医療機器開発研修生受入関係（令和２年度） 病院企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 診療従事同意・許可申請書(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 研修 受託実習生受入関係(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 研修 病院研修生受入関係（令和２年度） 病院企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携協議会関係文書綴(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携協議会関係文書綴　緩和ケア研修会(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携拠点病院現況報告関係（令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 病院資料(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 病院機能指標(令和２年度作成分) 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 病院関係一般文書等(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査統計 病院関係アンケート等(学内)令和２年度 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査統計 病院関係アンケート・調査等(学外)令和２年度 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査統計 災害拠点病院関係（令和２年度） 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 総括 救命救急センター関係綴（令和２年） 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 総括 ドクターヘリ関係綴（令和２年度） 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 病院執行部会議（令和２年度） 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 総括 がんゲノム医療連携病院（令和２年度） 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 総括 総括 小児がん連携病院（令和２年度～） 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 医局長会（令和２年度） 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 PET診療放射線安全管理委員会(令和２年度） 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査統計 病床機能報告（令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 病院運営委員会議事要旨(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統計 調査統計 精神病院関係(調書等)（令和２年度） 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 不在者投票関係(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 業務管理 院内学級設立に関するもの 院内学級関係(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 理念・基本方針の変更 病院企画係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 統括 統括 新型コロナウイルス感染症関係　（定例報告）　(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 移管 保存期間満了時の措置 廃棄→移管

2020年度 管理一般 統括 統括 新型コロナウイルス感染症関係　(令和２年度) 病院企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 移管 保存期間満了時の措置 廃棄→移管

2020年度 管理一般 会議 全学会議 ２年度衛生委員会議事録綴 安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 環境 安全管理 ２年度局所排気装置自主点検記録綴(副） 安全衛生係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 CD 事務室 総務課 総務課長 廃棄 保存期間の変更 5年→3年　

2020年度 管理一般 環境 安全管理 ２年度遠心機械検査記録綴（副） 安全衛生係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 CD 事務室 総務課 総務課長 廃棄 保存期間の変更 5年→3年　

2020年度 人事 服務･表彰 健康 ２年度職員健康診断個人票 安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務･表彰 健康 ２年度ガラスバッジ測定記録綴 安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 福利厚生 厚生費・レクリエーション ２年度保健経理厚生費（共済厚生費）関係 安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務･表彰 勤務時間 ２年度超過勤務命令簿・勤務状況表 安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務･表彰 健康 ２年度給食係健康診断票 安全衛生係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 福利厚生 災害補償 ２年度労災申請関係書類綴 安全衛生係 2021年4月1日 完結後5年 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 環境 安全管理 ２年度作業環境測定結果報告書 安全衛生係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 CD 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務･表彰 健康 ２年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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2020年度 人事 服務･表彰 健康 ２年度個人線量当量管理票綴 安全衛生係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務･表彰 健康 ２年度新型コロナウイルス感染症関係 安全衛生係 2021年4月1日 10年 紙 事務室 総務課 総務課長 移管
保存期間　5年→10年
保存期間満了時の措置 廃棄→移管

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 割振変更願（令和２年度） 職員係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 休暇簿綴（令和２年） 職員係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 勤務時間割振簿（令和２年度） 職員係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 兼業 講演会等（教員）（令和２年度） 職員係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 兼業 兼業関係（令和２年度） 職員係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 人材育成 研修 研修関係（令和２年度） 職員係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 人材育成 研修 研修願（教員）（令和２年度） 職員係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度常勤職員勤務時間報告書（写） 職員係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度非常勤職員勤務時間報告書（写） 職員係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度超過勤務命令簿（教員） 職員係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度超過勤務命令簿（常勤職員） 職員係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度超過勤務命令簿（非常勤職員） 職員係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 令和２年度医学教育関係業務功労者の表彰関係 職員係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 出勤簿綴（令和３年） 職員係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度雑件 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度雑件（秘書室） 総務第一係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度卒後臨床研修センター運営会議・医師臨床研修管理委員会 卒後臨床研修 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和２年度臨床研修関係　学外回答 卒後臨床研修 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和2年度臨床研修関係 卒後臨床研修 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和２年度研修医オリエンテーション関係 卒後臨床研修 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和２年度臨床研修病院年次報告 卒後臨床研修 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和２年度医師臨床研修補助金関係 卒後臨床研修 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和２年度研修医採用試験関係（2年度開始） 卒後臨床研修 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和２年度臨床研修プログラム変更 卒後臨床研修 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和2年度基礎研究医プログラム届出書 卒後臨床研修 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2020年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和２年度スキルスラボ関係　 卒後臨床研修 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 環境 安全管理 ３年度局所排気装置自主点検記録綴(副） 安全衛生係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 CD 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 環境 安全管理 ３年度遠心機械検査記録綴（副） 安全衛生係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 CD 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 全学会議 ３年度衛生委員会 安全衛生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 照会・回答 ３年度安全衛生関連調査物・依頼・通知等関係 安全衛生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度職員健康診断個人票 安全衛生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度ガラスバッジ測定記録綴① 安全衛生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度ガラスバッジ測定記録綴② 安全衛生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 福利厚生 厚生費・レクリエーション ３年度保健経理厚生費（共済厚生費）関係 安全衛生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 勤務時間 ３年度産業医面談等関係（超過勤務80時間越者） 安全衛生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度ストレスチェック 安全衛生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
４月請求　由布市・大分県外

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
４月請求　大分市

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管
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2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
５月請求　由布市・大分県外

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
５月請求　大分市①

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
５月請求　大分市②

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
６月請求　大分市以外

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
６月請求　大分市

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
７月請求　大分市・由布市以外・大分県外

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
７月請求 大分市・由布市　８月請求　全市町村

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
９月請求　全市町村

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
10月請求　大分市・由布市以外・大分県外

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
10月請求　大分市・由布市

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
11月請求　全市町村

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
１月請求 大分市①・県内（由布市以外）大分県外

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
１月請求 由布市・大分市②

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
２月請求 大分市以外

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
２月請求 大分市

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
２月請求 大分市

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康
３年度新型コロナウイルス感染症関係医療従事者・市町村別請求書
３月請求  全市町村

安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度新型コロナウイルス感染症関係（ワクチン接種請求関係） 安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度新型コロナウイルス感染症関係（ワクチン接種（職域）請求関係） 安全衛生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度給食係健康診断票 安全衛生係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 福利厚生 災害補償 ３年度労災申請関係書類綴 安全衛生係 2022年4月1日 完結後5年 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 環境 安全管理 ３年度作業環境測定結果報告書 安全衛生係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 CD 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度職員電離放射線健康診断個人票 安全衛生係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度個人線量当量管理票綴（１） 安全衛生係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度個人線量当量管理票綴（２） 安全衛生係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度個人線量当量管理票綴（３） 安全衛生係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度個人線量当量管理票綴（４） 安全衛生係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度新型コロナウイルス感染症関係 安全衛生係 2021年4月1日 10年 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度新型コロナウイルス感染症関係（ワクチン接種業務）① 安全衛生係 2021年4月1日 10年 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務･表彰 健康 ３年度新型コロナウイルス感染症関係（ワクチン接種業務）② 安全衛生係 2021年4月1日 10年 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 任免 非常勤職員等 人事異動伺医員・研修医令和3年度 人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 給与 諸手当 諸手当関係（医員・医員（研修医））令和3年度 人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 任免 公募・推薦 教員選考関係書類（令和3年度） 人事係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度倫理委員会関係 総務第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度ヒトゲノム研究倫理審査委員会 総務第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄
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2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度倫理委員会 総務第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 総務課事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度看護ﾕﾆﾌｨｹｰｼｮﾝ推進委員会 総務第二係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度看護学科会議 総務第二係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度看護学科教授会 総務第二係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 学外会議 令和３年度国立大学保健医療学系代表者協議会 総務第二係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 学外会議 令和３年度日本看護系大学協議会 総務第二係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 令和３年度覚せい剤研究者指定証申請関係 総務第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度医学部研究推進委員会 総務第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和３年度科学技術研究調査 総務第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 研究 研究 統括 令和３年度度看護研究（1）、（2） 総務第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 看護学科カンファレンス室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 研究 研究資金 競争的資金 令和３年度研究助成 総務第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 研究・社会連携 研究資金 研究員 令和３年度研究員関係 総務第二係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 看護学科事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 福利厚生 総括 保育園関係（令和３年度） 職員係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 福利厚生 総括 病児保育室関係（令和３年度） 職員係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 福利厚生 総括 令和３年度幼児教育・保育の無償化関係 職員係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 大分をつなぎ、つむぐキャリア教育推進事業「地域医療魅力発見セミナー」 総務課副課長（人事担当） 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 メディカルスタッフ新採用者オリエンテーション関係 総務課副課長（人事担当） 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 令和３年度内科医療人材育成会議関係 総務課副課長（人事担当） 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 令和３年度寄附講座の設置 総務課副課長（人事担当） 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 特定行為研修管理委員会 総務課副課長（人事担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 新型コロナウイルス感染症関係（宿泊療養施設　看護師派遣） 総務課副課長（人事担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 管理一般 統括 統括 新型コロナウイルス感染症関係（ワクチン接種業務） 総務課副課長（人事担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 管理一般 統括 統括 個人情報保護関係 総務課副課長（総務担当） 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和３年度医学部COVID１９対策本部関係 総務課副課長（総務担当） 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 管理一般 統括 部局等会議 令和３年度臓器移植関係 総務課副課長（総務担当） 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 部局等会議 令和３年度病院広報委員会 総務課副課長（総務担当） 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 令和３年度広報関係 総務課副課長（総務担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 回答・提出等文書 総務課副課長（総務担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 部局等会議 令和３年度病院長選考会議 総務課副課長（総務担当） 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 部局等会議 平成３年度PET-GMP運用委員会 総務課副課長（総務担当） 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 危機管理 危機・災害 令和３年度コロナ関連支援 総務課副課長（総務担当） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 管理一般 統括 統括 特定機能病院の業務に関する報告（令和３年度） 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 医療法に基づく立入検査(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 麻薬施用者免許証申請関係(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 保険医登録申請関係(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 研修 研修登録医受入関係（令和３年度） 病院企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 研修 医療機器開発研修生受入関係（令和３年度） 病院企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 診療従事同意・許可申請書(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 研修 受託実習生受入関係(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 研修 病院研修生受入関係（令和３年度） 病院企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携協議会関係文書綴(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携協議会関係文書綴　緩和ケア研修会(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 総括 がん診療連携拠点病院現況報告関係（令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 病院資料(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 病院機能指標(令和３年度作成分) 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 病院関係一般文書等(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 病院関係アンケート等(学内)令和３年度 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 病院関係アンケート・調査等(学外)令和３年度 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄
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2021年度 管理一般 統計 調査統計 災害拠点病院関係（令和３年度） 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 総括 救命救急センター関係綴（令和３年） 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 総括 ドクターヘリ関係綴（令和３年度） 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 病院執行部会議（令和３年度） 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 総括 がんゲノム医療連携病院（令和３年度） 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 総括 総括 小児がん連携病院（令和３年度～） 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 医局長会（令和３年度） 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 PET診療放射線安全管理委員会(令和３年度） 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 病床機能報告（令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 病院運営委員会議事要旨(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統計 調査統計 精神病院関係(調書等)（令和３年度） 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 放射線関係(届出・報告・通知)変更承認申請（令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 不在者投票関係(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 業務管理 院内学級設立に関するもの 院内学級関係(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 新型コロナウイルス感染症関係　（定例報告）　(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 移管

2021年度 管理一般 統括 統括 新型コロナウイルス感染症関係　(令和３年度) 病院企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 割振変更願（令和３年度） 職員係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 休暇簿綴（令和３年） 職員係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 勤務時間割振簿（令和３年度） 職員係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 兼業 講演会等（教員）（令和３年度） 職員係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 兼業 兼業関係（令和３年度） 職員係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 人材育成 研修 研修関係（令和３年度） 職員係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 人材育成 研修 研修願（教員）（令和３年度） 職員係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度常勤職員勤務時間報告書（写） 職員係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度非常勤職員勤務時間報告書（写） 職員係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度超過勤務命令簿（教員） 職員係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度超過勤務命令簿（常勤職員） 職員係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度超過勤務命令簿（非常勤職員） 職員係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 栄典・表彰 令和３年度医学教育関係業務功労者の表彰関係 職員係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 出勤簿綴（令和４年） 職員係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 令和３年度学内文書１ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 令和３年度学内文書２ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 令和３年度学外文書 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 令和３年度学外文書（病院・各種会議関係） 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 拾得物関係（令和３年度） 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 令和３年度解剖見学 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 令和３年度職員派遣依頼 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 施設見学等（病院） 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 統括 令和３年度献体・火葬・遺骨返還関係 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 郵便 令和３年度宅配便受付簿，特殊郵便物受付簿，郵便業務日誌 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 郵便 令和３年度郵便料金計器計示額報告書及び計示額記録簿 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 郵便 郵便切手類受払簿（令和３年度） 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 郵便 令和３年度病院長会議関係 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 統括 行事・儀式 令和３年度動物慰霊祭・合同慰霊祭 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度国立大学医学部長会議関係 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度全国医学部長・病院長会議関係 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度事務部長会議関係 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度国立大学医学部・医科大学事務協議会 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄
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2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度医学部教授会，大学院医学系研究科委員会，医学部教授審査委員会，医学部門人事会議１ 総務第一係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度医学部教授会，大学院医学系研究科委員会，医学部教授審査委員会，医学部門人事会議２ 総務第一係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度医学部教授会，大学院医学系研究科委員会，医学部教授審査委員会，医学部門人事会議３ 総務第一係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度臨床倫理委員会 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度手術手技研修専門委員会 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度医学部国際交流委員会 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度雑件 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度雑件（秘書室） 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 広報 刊行物 大学概要（総務課保存版）昭和５３年度～平成１４年度 総務第一係 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 広報 刊行物 大学概要（総務課保存版）平成１５年度～平成２６年度 総務第一係 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 広報 刊行物 大学概要（総務課保存版）平成２７年度～ 総務第一係 無期限 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 危機管理 文書管理 新型コロナウイルス関係（学外）１ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 移管

2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度旅行命令簿１ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度旅行命令簿２ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度旅行命令簿３ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度旅行命令簿４ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度旅行命令簿５ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度旅行命令簿６ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度旅行命令簿７ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度旅行命令簿８ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 【赴任】令和３年度旅行命令簿１ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 【科研】令和３年度旅行命令簿１ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 人事 服務・表彰 出張 【その他補助金（AMED等）】令和３年度旅行命令簿１ 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 施設 警備 警備 令和３年度常駐警備業務報告書，附属病院時間外受付及び警備業務報告書 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 会計 契約 契約 令和３年度タクシーチケット利用報告書 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 会計 統括 統括 令和３年度自家用車業務使用登録申請 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 国際交流委員会 留学生 外国人研究生 外国人客員研究員・外国人研究員等宿泊施設関係（令和３年度） 総務第一係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度卒後臨床研修センター運営会議・医師臨床研修管理委員会 卒後臨床研修 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和３年度臨床研修関係　学外回答 卒後臨床研修 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和３年度臨床研修関係 卒後臨床研修 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和３年度研修医オリエンテーション関係 卒後臨床研修 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和３年度臨床研修病院年次報告 卒後臨床研修 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和３年度医師臨床研修補助金関係 卒後臨床研修 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和３年度研修医採用試験関係（３年度開始） 卒後臨床研修 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和３年度臨床研修プログラム変更 卒後臨床研修 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和３年度基礎研究医プログラム届出書 卒後臨床研修 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

2021年度 医療 教育・研究 臨床研修 令和３年度スキルスラボ関係　 卒後臨床研修 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課 総務課長 廃棄

1981年度 産科婦人科学 管理 規則関係 昭和51年～平成12年度学内規則 産婦人科 1982年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1987年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（昭和62年度） 産婦人科 1988年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1987年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（昭和62年度） 産婦人科 1988年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1988年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（昭和63年度） 産婦人科 1989年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1988年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（昭和63年度） 産婦人科 1989年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1989年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成元年度） 産婦人科 1990年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1989年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成元年度） 産婦人科 1990年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1990年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成2年度） 産婦人科 1991年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1990年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成2年度） 産婦人科 1991年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1991年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成3年度） 産婦人科 1992年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1991年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成3年度） 産婦人科 1992年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1992年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成4年度） 産婦人科 1993年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1992年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成4年度） 産婦人科 1993年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1993年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成5年度） 産婦人科 1994年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1993年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成5年度） 産婦人科 1994年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1994年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成6年度） 産婦人科 1995年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
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1994年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成6年度） 産婦人科 1995年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1995年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成7年度） 産婦人科 1996年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1995年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成7年度） 産婦人科 1996年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1996年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成8年度） 産婦人科 1997年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1996年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成8年度） 産婦人科 1997年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1997年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成9年度） 産婦人科 1998年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1997年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成9年度） 産婦人科 1998年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1998年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成10年度） 産婦人科 1999年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1998年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成10年度） 産婦人科 1999年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1999年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成11年度） 産婦人科 2000年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
1999年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成11年度） 産婦人科 2000年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
2000年度 産科婦人科学 管理 訴訟関係 鞭目事案 産婦人科 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
2000年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成12年度） 産婦人科 2001年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
2000年度 内科学第3 教官研究 その他教官研究文書（5年） 論文別刷 内科学第3（神経内科学） 2001年4月1日 無期限 紙 医局事務室 内科学第3（神経内科学） 医学部長 廃棄
2000年度 放射線医学 図書 論文別刷 業績保存 放射線医学 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 医局 放射線医学 医学部長 廃棄
2000年度 放射線科 病院 保険医の登録に関するもの 保険医・麻薬施用者免許証写し控え 放射線科 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 医局 放射線科 病院長 廃棄
2001年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成13年度） 産婦人科 2002年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄
2001年度 放射線医学 教官研究 その他教官研究文書（5年） 論文別刷 放射線医学 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 医局 放射線医学 医学部長 廃棄
2001年度 放射線科 病院 保険医の登録に関するもの 保険医・麻薬施用者免許証写し控え 放射線科 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 医局 放射線科 病院長 廃棄
2002年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成14年度特定生物由来製品請求表 薬剤部 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2002年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成14年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2002年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成14年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2002年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（無期限） 学内規則関係 産科婦人科学 2003年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄
2003年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成15年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2003年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成15年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2003年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成15年度特定生物由来製品請求表 薬剤部 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2003年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成15年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2003年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成15年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2003年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳産科台帳（平成14年度） 産科婦人科学 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄
2003年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳腫瘍台帳（平成14年度） 産科婦人科学 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄
2003年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳婦人科台帳（平成14年度） 産科婦人科学 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄
2003年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳分娩台帳（平成14年度） 産科婦人科学 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄
2004年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成16年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2004年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成16年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2004年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成16年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2004年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成16年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2004年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 医局行事（平成15年度） 産科婦人科学 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄
2004年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳産科台帳（平成15年度） 産科婦人科学 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄
2004年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳腫瘍台帳（平成15年度） 産科婦人科学 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄
2004年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳婦人科台帳（平成15年度） 産科婦人科学 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄
2004年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳分娩台帳（平成15年度） 産科婦人科学 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄
2005年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成17年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2005年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成17年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2005年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成17年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2005年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成17年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2006年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成18年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2006年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成18年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2006年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成18年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2006年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成18年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2007年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成19年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2007年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成19年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2007年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成19年度製剤記録票 薬剤部製剤係 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2007年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成19年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤係 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2008年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成20年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2008年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成20年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2008年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成20年度製剤記録票 薬剤部製剤係 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2008年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成20年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤係 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2009年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成21年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2009年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成21年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2010年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成22年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2010年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成22年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2010年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成22年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2010年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成22年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2011年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成23年度　製剤記録表 薬剤部製剤係 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2011年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成23年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2011年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成23年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2012年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成24年度当直日誌 小児科学講座 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 医局 小児科学講座病院長 廃棄
2012年度 薬剤部 管理 委員会記録（軽易文書） 平成24年度薬事委員会資料 薬剤部 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2012年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成24年度当直日誌 薬剤部 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
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2012年度 薬剤部 管理 委員会記録（重要文書） 平成24年度薬事委員会議事録 薬剤部 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2012年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成24年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2012年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成24年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2012年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成24年度　製剤記録表 薬剤部製剤係 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2013年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成25年度当直日誌 小児科学講座 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 医局 小児科学講座病院長 廃棄
2013年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成25年度当直日誌 薬剤部 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2013年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成25年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2013年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成25年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2014年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成26年度当直日誌 小児科学講座 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 医局 小児科学講座病院長 廃棄
2014年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成26年度当直日誌 薬剤部 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2014年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成26年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2014年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成26年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2015年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成27年度当直日誌 小児科学講座 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 医局 小児科学講座病院長 廃棄
2015年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成27年度当直日誌 薬剤部 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2015年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成27年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2015年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成27年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2015年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
臨床薬理学ス
タッフ室1書庫

臨床薬理学講座 医学部長 廃棄

2016年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成28年度当直日誌 小児科学講座 2017年4月1日 10年 2027年4月1日 紙 医局 小児科学講座病院長 廃棄
2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度調剤済み麻薬廃棄届 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度年間麻薬受払届書 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度麻薬管理簿 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度麻薬原簿 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度麻薬事故届 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度麻薬廃棄届 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成28年度当直日誌 薬剤部 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成29年度当直日誌 薬剤部 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2016年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成28年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2016年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成28年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2016年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
臨床薬理学ス
タッフ室1書庫

臨床薬理学 医学部長 廃棄

2017年度 呼吸器・乳腺外科学講座 病院 その他管理運営文書（５年） 呼吸器外科・乳腺外科当直日誌2017年度 呼吸器・乳腺外科学講座 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医局
呼吸器・乳腺
外科学講座

病院長 廃棄

2017年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器　卒業試験 呼吸器・感染症内科学講座 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
呼吸器・感染症
内科学講座

呼吸器・感染
症内科学講座

医学部長 廃棄

2017年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器・感染症内科　3年生チュートリアル試験 呼吸器・感染症内科学講座 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
呼吸器・感染症
内科学講座

呼吸器・感染
症内科学講座

医学部長 廃棄

2017年度 教育 教育 試験問題・答案 平成29年度医学部（耳鼻咽喉科）4年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄
2017年度 教育 教育 試験問題・答案 平成29年度医学部（耳鼻咽喉科）卒業試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄
2017年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成29年度当直日誌 小児科学講座 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 医局 小児科学講座病院長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 医局員業績 精神神経医学講座・事務補佐員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 精神神経医学講座精神神経医学講座医学部長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 兼業 精神神経医学講座・事務補佐員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 精神神経医学講座精神神経医学講座医学部長 廃棄
2017年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成29年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2017年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成29年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2017年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 院内医薬品集(第１3版追補版)2017 薬剤部・医薬品情報管理室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医薬品情報管理室 薬剤部 病院長 廃棄
2017年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成29年度医薬品宣伝許可書（2017.1～） 薬剤部・医薬品情報管理室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医薬品情報管理室 薬剤部 病院長 廃棄
2017年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成29年度DIニュース 薬剤部・医薬品情報管理室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医薬品情報管理室 薬剤部 病院長 廃棄
2017年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成29年度ＤＩ記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医薬品情報管理室 薬剤部 病院長 廃棄
2017年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成29年度　製剤記録票 薬剤部製剤室 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度看護学科前学期末試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度看護学科前学期末試験問題（薬理学） 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度チュートリアル「治療」コース解答用紙 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度チュートリアル「治療」コース再試験解答用紙 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度チュートリアル「治療」コース再試験問題 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度チュートリアル「治療」コース試験問題 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度臨床薬理学卒業試験解答用紙 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2017年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
臨床薬理学ス
タッフ室1書庫

臨床薬理学講座 医学部長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 文書管理 物品・役務等 精神神経医学講座・事務補佐員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 精神神経医学講座精神神経医学講座医学部長 廃棄

2018年度 呼吸器・乳腺外科学講座 病院 その他管理運営文書（５年） 呼吸器外科・乳腺外科当直日誌2018年度 呼吸器・乳腺外科学講座 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 医局
呼吸器・乳腺
外科学講座

病院長 廃棄

2018年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器　卒業試験 呼吸器・感染症内科学講座 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
呼吸器・感染症
内科学講座

呼吸器・感染
症内科学講座

医学部長 廃棄

2018年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器・感染症内科　3年生チュートリアル試験 呼吸器・感染症内科学講座 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
呼吸器・感染症
内科学講座

呼吸器・感染
症内科学講座

医学部長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 平成30年度医学部（耳鼻咽喉科）4年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄
2018年度 教育 教育 試験問題・答案 平成30年度医学部（耳鼻咽喉科）卒業試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄
2018年度 教育 教育 試験問題・答案 平成30年度医学部（耳鼻咽喉科）3年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄
2018年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成30年度当直日誌 小児科学講座 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 医局 小児科学講座病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤施用明細書 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤報告書（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度調剤済み麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
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2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度年間麻薬受払届書（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度麻薬管理簿 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度麻薬原簿 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度麻薬事故届（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 平成30年度麻薬譲受書（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 平成30年度麻薬譲渡書 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成30年度当直日誌 薬剤部 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 院内医薬品集(第１4版)2018 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成30年度医薬品宣伝許可書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成30年度DIニュース 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成30年度ＤＩ記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度異議申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度医薬品緊急購入に関する申立書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度院外専用医薬品院内使用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度科拡大申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度仮採用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度患者限定医薬品申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度採用身分変更申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度新規採用申請書・仮採用結果報告書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 委員会記録（軽易文書） 平成30年度薬事委員会資料 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度薬事委員会議事録 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報
管理室

薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度看護学科前学期末試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度看護学科前学期末試験問題（薬理学） 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度チュートリアル「治療」コース解答用紙 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度チュートリアル「治療」コース再試験解答用紙 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度チュートリアル「治療」コース再試験問題 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度チュートリアル「治療」コース試験問題 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度臨床薬理学卒業試験解答用紙 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2018年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
臨床薬理学
スタッフ室1書

臨床薬理学講座 医学部長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成30年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成30年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄
2018年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成30年度　製剤記録票 薬剤部製剤室 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄
2019年度 呼吸器・乳腺外科学講座 病院 その他管理運営文書（５年） 呼吸器外科・乳腺外科当直日誌2019年度 呼吸器・乳腺外科学講座 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 医局 呼吸器・乳腺外科学講座 病院長 廃棄

2019年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器　卒業試験 呼吸器・感染症内科学講座 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
呼吸器・感染
症内科学講座

呼吸器・感
染症内科学

医学部長 廃棄

2019年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器・感染症内科　3年生チュートリアル試験 呼吸器・感染症内科学講座 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
呼吸器・感染
症内科学講座

呼吸器・感
染症内科学

医学部長 廃棄

2019年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 令和元年度当直日誌 小児科学講座 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 医局
小児科学
講座

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度薬剤管理指導記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 服薬指導室 病院長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科2年生臨床薬理学試験解答用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科2年生臨床薬理学試験再試験解答用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科2年生臨床薬理学試験再試験問題用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科2年生臨床薬理学試験問題用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科4年生「症候学」解答用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科4年生「症候学」再試験解答用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科4年生「症候学」再試験問題用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科4年生「症候学」問題用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度看護学科前学期末試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度看護学科前学期末試験問題用紙（薬理学） 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度臨床薬理学卒業試験解答用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 医療 業務管理 その他管理運営文書（５年） 呼吸器・神経内科当直日誌2019 神経内科学講座内科 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 医局事務室
神経内科
学講座

病院長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 令和元年度医学部（耳鼻咽喉科）3年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄
2019年度 教育 教育 試験問題・答案 令和元年度医学部（耳鼻咽喉科）卒業試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度外来麻薬処方箋 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度入院麻薬処方箋 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度麻薬注射薬請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤施用明細書 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤報告書（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
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2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度調剤済み麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度年間麻薬受払届書（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度麻薬管理簿 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度麻薬原簿 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度麻薬事故届（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和元年度麻薬譲受書（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和元年度麻薬譲渡書 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 令和元年度当直日誌 薬剤部 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度（定数外）手術用注射薬請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度外来処方箋 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度外来注射薬請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度処置用薬品請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度注射薬処方箋 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度注射薬損失伝票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度入院処方箋 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度入院注射薬請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度薬品請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度TDM検査依頼票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部
薬物動態
解析室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和元年度医薬品宣伝許可書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和元年度DIニュース 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和元年度ＤＩ記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度異議申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度医薬品緊急購入に関する申立書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度院外専用医薬品院内使用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度科拡大申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度仮採用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度患者限定医薬品申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度採用身分変更申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度新規採用申請書・仮採用結果報告書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 委員会記録（軽易文書） 令和元年度薬事委員会資料 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度薬事委員会議事録 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　外来抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　外来抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　抗がん剤中止指示書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　入院抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　入院抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　製剤記録票 薬剤部製剤室 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　特殊製剤調製申込書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2019年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
臨床薬理学ス
タッフ室1書庫

臨床薬理学講座 医学部長 廃棄

2020年度 呼吸器・乳腺外科学講座 病院 その他管理運営文書（５年） 呼吸器外科・乳腺外科当直日誌2020年度 呼吸器・乳腺外科学講座 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 医局 呼吸器・乳腺外科学講座 病院長 廃棄

2020年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器　卒業試験 呼吸器・感染症内科学講座 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
呼吸器・感染症
内科学講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2020年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器・感染症内科　3年生チュートリアル試験 呼吸器・感染症内科学講座 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
呼吸器・感染症
内科学講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2020年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 令和２年度当直日誌 小児科学講座 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 医局
小児科学
講座

病院長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 文書管理 2020年業績（医局員） 精神神経医学講座・事務補佐員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 精神神経医学講座精神神経医学講座医学部長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 2020年度兼業 精神神経医学講座・事務補佐員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 精神神経医学講座精神神経医学講座医学部長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 2020年度物品請求 精神神経医学講座・事務補佐員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 精神神経医学講座精神神経医学講座医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科2年生臨床薬理学試験解答用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科2年生臨床薬理学試験問題用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科2年生臨床薬理学試験再・追験解答用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
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2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科2年生臨床薬理学試験再・追試験問題用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科4年生「症候学」解答用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科4年生「症候学」問題用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科4年生「症候学」再試験解答用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科4年生「症候学」再試験問題用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度看護学科前学期末試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度看護学科前学期末試験問題用紙（薬理学） 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度看護学科前学期末再・追試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度看護学科前学期末再・追試験問題用紙（薬理学） 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度臨床薬理学卒業試験解答用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 医療 業務管理 その他管理運営文書（５年） 呼吸器・神経内科当直日誌2020 神経内科学講座 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 医局事務室
神経内科
学講座

病院長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 令和2年度医学部（耳鼻咽喉科）3年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄
2020年度 教育 教育 試験問題・答案 令和2年度医学部（耳鼻咽喉科）卒業試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度外来麻薬処方箋 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度入院麻薬処方箋 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度麻薬注射薬請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤施用明細書 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤報告書（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度調剤済み麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度年間麻薬受払届書（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度麻薬管理簿 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度麻薬原簿 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度麻薬事故届（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和2年度麻薬譲受書（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和2年度麻薬譲渡書 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 令和2年度当直日誌 薬剤部 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度薬剤管理指導記録 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 服薬指導室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和2年度病棟薬剤業務日誌 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 服薬指導室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度TDM検査依頼票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部
薬物動態
解析室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度（定数外）手術用注射薬請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度外来処方箋 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度外来注射薬請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度処置用薬品請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度注射薬処方箋 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度注射薬損失伝票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度入院処方箋 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度入院注射薬請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度薬品請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和2年度医薬品宣伝許可書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和2年度DIニュース 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和2年度ＤＩ記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度異議申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度医薬品緊急購入に関する申立書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度院外専用医薬品院内使用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度科拡大申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度仮採用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度患者限定医薬品申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度採用身分変更申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度新規採用申請書・仮採用結果報告書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 委員会記録（軽易文書） 令和2年度薬事委員会資料 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度薬事委員会議事録 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄
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2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　外来抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　外来抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　抗がん剤中止指示書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　入院抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　入院抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　製剤記録票 薬剤部製剤室 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄
2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　特殊製剤調製申込書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2020年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
臨床薬理学ス
タッフ室1書庫

臨床薬理学講座 医学部長 廃棄

2021年度 呼吸器・乳腺外科学講座 病院 その他管理運営文書（５年） 呼吸器外科・乳腺外科当直日誌2021年度 呼吸器・乳腺外科学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 医局 呼吸器・乳腺外科学講座 病院長 廃棄

2021年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器　卒業試験 呼吸器・感染症内科学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
呼吸器・感染症
内科学講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2021年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器・感染症内科　3年生チュートリアル試験 呼吸器・感染症内科学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
呼吸器・感染症
内科学講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 令和3年度医学部（耳鼻咽喉科）3年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 令和3年度医学部（耳鼻咽喉科）卒業試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2021年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 令和３年度当直日誌 小児科学講座 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 医局
小児科学
講座

病院長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 文書管理 2021年度当直日誌 精神神経医学講座・事務補佐員 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 精神神経医学講座精神神経医学講座医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科2年生臨床薬理学試験解答用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科2年生臨床薬理学試験問題用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科2年生臨床薬理学試験再・追験解答用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科2年生臨床薬理学試験再・追試験問題用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科4年生「臨床薬理Ⅱ」解答用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科4年生「臨床薬理Ⅱ」問題用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科4年生「臨床薬理Ⅱ」再試験解答用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科4年生「臨床薬理Ⅱ再試験問題用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度看護学科前学期末試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度看護学科前学期末試験問題用紙（薬理学） 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度看護学科前学期末再・追試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度看護学科前学期末再・追試験問題用紙（薬理学） 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度臨床薬理学卒業試験解答用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄
2021年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学講座 医学部長 廃棄

2021年度 医療 業務管理 その他管理運営文書（５年） 神経内科当直日誌2021 神経内科学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 医局事務室
神経内科
学講座

病院長 廃棄

2021年度 教育一般 教務 資格・試験 循環器コース　3年生チュートリアル試験 循環器内科・臨床検査診断学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 循環器内科・臨床検査診断学講座 循環器内科・臨床検査診断学講座 医学部長 破棄
2021年度 教育一般 教務 資格・試験 循環器　卒業試験 循環器内科・臨床検査診断学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 循環器内科・臨床検査診断学講座 循環器内科・臨床検査診断学講座 医学部長 破棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 2021年度兼業委嘱状 循環器内科・臨床検査診断学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 循環器内科・臨床検査診断学講座 循環器内科・臨床検査診断学講座 医学部長 破棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 2021年業績（医局・同門） 循環器内科・臨床検査診断学講座 2022年4月1日 10年 ########## 紙 循環器内科・臨床検査診断学講座 循環器内科・臨床検査診断学講座 医学部長 破棄
2021年度 循環器内科 病院 保険医の登録に関するもの 保険医・麻薬施用者免許証写し控え 循環器内科・臨床検査診断学講座 2022年4月1日 30年 ########## 紙 循環器内科・臨床検査診断学講座 循環器内科・臨床検査診断学講座 病院長 破棄

2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和3年度医薬品宣伝許可書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和3年度DIニュース 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和3年度ＤＩ記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度異議申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度医薬品緊急購入に関する申立書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度院外専用医薬品院内使用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度科拡大申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度仮採用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度患者限定医薬品申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度採用身分変更申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度新規採用申請書・仮採用結果報告書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 委員会記録（軽易文書） 令和3年度薬事委員会資料 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度薬事委員会議事録 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 薬剤部
医薬品情
報管理室

病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和3年度薬剤管理指導記録 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 服薬指導室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和3年度病棟薬剤業務日誌 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 服薬指導室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和3年度TDM検査依頼票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部
薬物動態
解析室

病院長 廃棄
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2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度（定数外）手術用注射薬請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度外来処方箋 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度外来注射薬請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度処置用薬品請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度注射薬処方箋 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度注射薬損失伝票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度入院処方箋 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度入院注射薬請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度薬品請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度外来麻薬処方箋 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度入院麻薬処方箋 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度麻薬注射薬請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤施用明細書 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤報告書（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度調剤済み麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度年間麻薬受払届書（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度麻薬管理簿 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度麻薬原簿 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度麻薬事故届（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和3年度麻薬譲受書（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和3年度麻薬譲渡書 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 令和3年度当直日誌 薬剤部 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　外来抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　外来抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　抗がん剤中止指示書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　入院抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　入院抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　製剤記録票 薬剤部製剤室 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　特殊製剤調製申込書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理 病院長 廃棄
1996年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書関係 平成8年度受託研究・治験継続1～5 総務係 1997年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
1997年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書関係 平成9年度受託研究・治験継続1～4 総務係 1998年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
1998年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書関係 平成10年度受託研究・治験継続1,2 総務係 1999年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
1998年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書関係 平成10年度受託研究・治験新規1,2 総務係 1999年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
1999年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書関係 平成11年度受託研究・治験継続1～4 総務係 2000年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
1999年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書関係 平成11年度受託研究・治験新規1,2 総務係 2000年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2000年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書関係 平成12年度受託研究・治験継続1～3 総務係 2001年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2000年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書関係 平成12年度受託研究・治験新規1,2 総務係 2001年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2001年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書 平成13年度受託研究(治験・継続) 総務係 2002年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2001年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書 平成13年度受託研究(治験・新規) 総務係 2002年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2002年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書 平成14年度受託研究(治験・継続) 総務係 2003年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2002年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書 平成14年度受託研究(治験・新規) 総務係 2003年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2003年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書 平成15年度受託研究(治験・継続) 企画係 2004年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2003年度 （旧）経営企画室 研究協力 受託研究申込書 平成15年度受託研究(治験・新規) 企画係 2004年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2004年度 外部資金 平成16年度受託研究(治験) 総務係 2005年4月1日 GCP省令による 紙 事務室 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2005年度 外部資金 平成17年度受託研究(治験) 総務係 2006年4月1日 GCP省令による 紙 事務室 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2006年度 外部資金 平成18年度受託研究(治験) 総務・予算係 2007年4月1日 GCP省令による 紙 事務室 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2007年度 外部資金 平成19年度受託研究(治験) 総務係 2008年4月1日 GCP省令による 紙 事務室 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2008年度 外部資金 平成20年度受託研究(治験) 総務係 2009年4月1日 GCP省令による 紙 事務室 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2009年度 外部資金 平成21年度受託研究(治験) 総務係 2010年4月1日 GCP省令による 紙 事務室 経営管理課 経営管理課長 廃棄
2010年度 外部資金 平成22年度受託研究(治験) 経営管理課長 2011年4月1日 GCP省令による 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 管理一般 法規 内部規則 平成23年　内部規則制定関係 経営管理課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 平成23年度　臨床研究保険関係 経営管理課長 2012年4月1日 保険期間終了後5年 2022年12月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A08-002　平成23年度終了 経営管理課長 2012年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A08-006　平成23年度終了 経営管理課長 2012年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A08-007　平成23年度終了 経営管理課長 2012年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A09-013　平成23年度終了 経営管理課長 2012年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-001　平成23年度終了 経営管理課長 2012年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-003　平成23年度終了 経営管理課長 2012年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-004　平成23年度終了 経営管理課長 2012年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-006　平成23年度終了 経営管理課長 2012年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-009　平成23年度終了 経営管理課長 2012年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-010　平成23年度終了 経営管理課長 2012年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成23年度終了分1/2 経営管理課長 2012年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2011年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成23年度終了分2/2 経営管理課長 2012年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 予算 平成25年度概算要求関係綴　1/3 経営管理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 予算 平成25年度概算要求関係綴　2/3 経営管理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
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2012年度 会計 予算決算 予算 平成25年度概算要求関係綴　3/3 経営管理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2012年度 管理一般 法規 内部規則 平成24年　内部規則制定関係 経営管理課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A07-014　平成24年度終了 経営管理課長 2013年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A08-011　平成24年度終了 経営管理課長 2013年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A09-006　平成24年度終了 経営管理課長 2013年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-011　平成24年度終了 経営管理課長 2013年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-012　平成24年度終了 経営管理課長 2013年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-004　平成24年度終了 経営管理課長 2013年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-011　平成24年度終了 経営管理課長 2013年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-005　平成24年度終了 経営管理課長 2013年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）F10-001　平成24年度終了 経営管理課長 2013年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成24年度終了分1/2 経営管理課長 2013年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成24年度終了分2/2 経営管理課長 2013年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２４年度病院再整備推進委員会 経営管理課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課病院再整備推進係 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 H24コンビニ公募・選定関係（契約伺） 経営管理課長 2013年4月1日 契約期間満了から5年間 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2012年度 会計 契約 契約 業務委託契約書（H22～仁心会ほか） 経営管理課長 2013年4月1日 契約期間満了から5年間 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度病院再整備推進委員会 経営管理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課病院再整備推進係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成26年度概算要求関係綴　1/4 経営管理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成26年度概算要求関係綴　2/4 経営管理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成26年度概算要求関係綴　3/4 経営管理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成26年度概算要求関係綴　4/4 経営管理課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2013年度 管理一般 法規 内部規則 平成25年　内部規則制定関係 経営管理課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 平成25年度　臨床研究保険関係 経営管理課長 2014年4月1日 保険期間終了後5年 2024年9月30日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A09-012　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-007　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-008　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-001　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-005　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-006　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-009　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-010　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-012　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-001　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-007　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-008　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-011　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-017　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）F12-001　平成25年度終了 経営管理課長 2014年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成25年度終了分1/2 経営管理課長 2014年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2013年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成25年度終了分2/2 経営管理課長 2014年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度病院再整備推進委員会 経営管理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課病院再整備推進係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成27年度概算要求関係綴 経営管理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成27年度概算要求関係綴　（病院特別医療機械設備分） 経営管理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成27年度概算要求関係綴　特別経費（プロジェクト分） 経営管理課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2014年度 管理一般 法規 内部規則 平成26年　内部規則制定関係 経営管理課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 平成26年度　臨床研究保険関係 経営管理課長 2015年4月1日 保険期間終了後5年 2025年9月30日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-002平成27年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-007　その１平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-007その２　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-013　平成28年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-002その１　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-002その2　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-004　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-006　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-010　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-012　平成27年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-001　平成29年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-003　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-005　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-010　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-011平成27年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-013　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-007　平成25年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-008　平成25年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-011　平成25年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-017　平成25年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D05-005　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D05-008平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D06-005　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
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2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D08-021　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D09-013　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-015　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-016　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-019　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-023　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-027　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-030　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-031　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-032　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-033　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-038平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-040　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-047　平成27年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-048　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-016　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-018　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-020　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-028　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-031　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-036　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-040  平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-041平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-003平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-004　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-005　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-006　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-029　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-032　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-005　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-011　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-017　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-018平成27年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-026　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-017　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-027　平成28年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-035　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-005　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-012　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-014　平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-015  平成26年度終了 経営管理課長 2015年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成25年度終了分1/2 経営管理課長 2015年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2014年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成25年度終了分2/2 経営管理課長 2015年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成28年度概算要求関係綴 経営管理課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成28年度概算要求関係綴　（病院特別医療機械設備分） 経営管理課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成28年度概算要求関係綴　特別経費（プロジェクト分） 経営管理課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2015年度 管理一般 法規 内部規則 平成2７年　内部規則制定関係 経営管理課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成2７年度　収入契約決議書・即履行決定決議書・実習料債権発生 経営管理課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-002平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-012平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-011平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-047平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-011平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-018平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-002平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-003平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-009平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-014平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-015①平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-015②平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-016平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-004①平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-004②平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-007平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-009平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-015平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-016平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-017平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-018平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
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2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-020平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A14-002平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D09-017平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-006平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-008平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-024平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-037平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-001平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-008平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-014平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-022平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-023平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-024平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-027平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-032平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-035平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-038平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-039平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-016平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-019平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-021平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-033平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-001平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-006平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-010平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-014平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-015平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-016平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-023平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-024平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-028平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-030平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-034平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-020平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A14-005平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A14-008平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-016平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-022平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-023平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-003平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-012平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-017平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-018平成28年度終了 経営管理課長 2016年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成28年度終了分1/2 経営管理課長 2016年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成28年度終了分2/2 経営管理課長 2016年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度　臨床研究保険関係 経営管理課長 2016年4月1日 保険期間終了後5年 2025年9月30日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度病院再整備推進委員会 経営管理課長 2016年㋃1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課病院再整備推進係 経営管理課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度病院再整備推進委員会 経営管理課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経営管理課病院再整備推進係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成29年度概算要求関係綴 経営管理課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2016年度 管理一般 法規 内部規則 平成28年　内部規則制定関係 経営管理課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　収入契約決議書・即履行決定決議書・実習料債権発生 経営管理課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A10-005平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A11-013平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-003平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-001平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-002平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-008平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-020平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-021平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A14-001平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A14-003平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A14-007平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A14-009平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A14-010平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-003平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-006平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-007平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-008平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-010平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
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2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D06-018平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D09-034平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-010平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-034平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-035平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-002平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-012平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-013平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-014平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-015平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-016平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-017平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-020平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-023平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-024平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-026平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-027平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-028平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-030平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-031平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-034平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-002平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-003平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-004平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-007平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-009平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-012平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-017平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-027平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-036平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-038平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-039平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-041平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-046平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-016平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-020平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-006平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-015平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-021平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-024平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-027平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-029平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-036平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-047平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-008平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-030平成28年度終了 経営管理課長 2017年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成28年度終了分 経営管理課長 2017年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度　臨床研究保険関係 経営管理課長 2017年4月1日 保険期間終了後5年 2025年9月30日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度　学外文書（通知・照会） 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 監査・検査 平成29年度　監査・検査関係 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答，通知 平成29年度　受託研究・共同研究（受入審査・通知） その１ 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答，通知 平成29年度　受託研究・共同研究（受入審査・通知）　その２ 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 管理一般 法規 内部規則 平成29年　内部規則制定関係 経営管理課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年　出勤簿 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年　休暇簿 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度　時間外勤務命令簿 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度　旅行命令簿 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　受託研究費（治験）・受託事業費配分1/2 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度　受託研究費（治験）・受託事業費配分2/2 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業（司法解剖に伴う薬物検査等） 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業「地域医療教育・研修推進事業」大分県 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業「おおいた地域医療支援システム構築事業」大分県 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業「不妊専門相談センター事業」大分県 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度受託事業「急性心筋梗塞医療調査研究事業」大分県 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業「大分県精神科身体合併症救急医療体制整備事業」大分 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業「発達障がい児等心のネットワーク推進事業」大分県 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業「大分こども急性救急疾患学部門医療・研究事業」大分市 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度中津市医師研修業務（麻酔科） 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度中津市医師研修業務（産婦人科） 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
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2017年度 会計 契約 契約 平成29年度ＨＩＶ診療医師情報網支援事業 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-006平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-014平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A14-011平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-005平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-009平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-013平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-014平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-018平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-001平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-002平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-005平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-006平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-011平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-021平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D07-006平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-007平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-026平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-020平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-021平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-033平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-037平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-042平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-043平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-004平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-006平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-009平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-019平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-002平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-010平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-011平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-014平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-020平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-025平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-030平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-031平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-010平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-012平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-034平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-035平成29年度終了 経営管理課長 2018年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D製造販売後調査　平成29年度終了分 経営管理課長 2018年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　治験　被験者負担軽減費支払関係 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　臨床研究保険関係 経営管理課長 2018年4月1日 保険期間終了後5年 2025年9月30日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度　研究資金立替申請関係 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度　寄附金受入審査報告書1/3 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度　寄附金受入審査報告書2/3 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度　寄附金受入審査報告書3/3 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度　寄附金収納通知書 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業　肝疾患診療地域連体制強化事業　大分県 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業　「おおいたを創るキャリア教育推進事業」　大分県 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業　死因・身元調査法に基づく開倍・検査業務委託　大分県 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄

2017年度 会計 契約 契約
平成29年度　受託事業　カンボジア王国放射能デジタルシステム・安全管理技術
普及促進事業　コニカミノルタ㈱

経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄

2017年度 会計 契約 契約
平成29年度　受託事業　へき地公立病院の在り方及び地域包括ケアの研究に関
する事業　大分県

経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄

2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業 結核医療体制強化事業　大分県 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業 「医師研修業務」　中津市民病院 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 平成29年度　受託事業 「地域医療教育・研修推進事業」　大分県 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度ＭＥ機器センター運営会議 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第二係 経営管理課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度検査部運営会議 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課物流管理係 経営管理課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度病院再整備推進委員会 経営管理課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成30年度概算要求関係綴 経営管理課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度病院経営企画・評価部門会議  1/2 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度病院経営企画・評価部門会議  2/2 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度部局内予算配分（医学部・附属病院） 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄

2017年度 会計 資金管理 資金管理
平成29年度医療介護従事者養成・在宅医療体制構築事業費補助金（救急・災害
医療従事者研修事業費補助金）

経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度医療施設運営費等補助金（国産医療機器創出促進基盤整備等事業） 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度大分県新生児担当医師確保支援事業補助金 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
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2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度救急医療施設運営費等補助金（高度救命救急センター運営事業） 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度救急医療施設運営費等補助金（ドクターヘリ導入促進事業） 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度国立大学法人大分大学臨床医工学センター運営事業費補助金 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度女性医師キャリア支援モデル普及推進事業 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度看護職員等研修事業費補助金（新人看護職員研修事業） 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度疾病予防対策事業費等補助金（がん診療連携拠点病院機能強化事 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄

2017年度 会計 資金管理 資金管理
平成29年度疾病予防対策事業費等補助金（感染症対策特別促進事業・肝炎対策
事業）

経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度大分県産科医等確保支援事業補助金 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄

2017年度 会計 資金管理 資金管理
平成29年度地域医療介護総合確保施設設備整備事業費補助金（女性医療人
キャリア支援システム整備事業）

経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄

2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度認知症研究費 経営管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄

2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度病院再整備推進委員会 経営管理課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
経営管理
課病院再
整備推進

経営管理課長 廃棄

2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度　学外文書（通知・照会） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 監査・検査 平成30年度　監査・検査関係 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答，通知 平成30年度　受託研究・共同研究（受入審査・通知） その１ 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答，通知 平成30年度　受託研究・共同研究（受入審査・通知）　その２ 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 内部規則 平成29年　内部規則制定関係 経営管理課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年　出勤簿 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年　休暇簿 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度　時間外勤務命令簿 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度　旅行命令簿 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　受託研究費（治験）・受託事業費配分1/2 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度　受託研究費（治験）・受託事業費配分2/2 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業（司法解剖に伴う薬物検査等） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業「地域医療教育・研修推進事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業「おおいた地域医療支援システム構築事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業「不妊専門相談センター事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度受託事業「急性心筋梗塞医療調査研究事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業「大分県精神科身体合併症救急医療体制整備事業」大分 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業「発達障がい児等心のネットワーク推進事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業「大分こども急性救急疾患学部門医療・研究事業」大分市 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業「内科医療人材育成事業（宇佐高田医師会病院）」 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業「内科医療人材育成事業（臼杵市医師会立コスモス病 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業「内科医療人材育成事業（杵築市立山香病院）」 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄

2018年度 会計 契約 契約
平成30年度　受託事業「内科医療人材育成事業（津久見市医師会立津久見中央
病院）」

経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄

2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業「内科医療人材育成事業（豊後大野市民病院）」 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度中津市医師研修業務（麻酔科） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度中津市医師研修業務（産婦人科） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度ＨＩＶ診療医師情報網支援事業 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A12-013平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A13-019平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A14-004平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A14-006平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-002平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-011平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-017平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-007平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-016平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-018平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-019平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A17-001平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A17-002平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A17-006平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-049平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D10-050平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-033平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D12-022平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-007平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-010平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-017平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-018平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-002平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-008平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-023平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-026平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
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2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-035平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-039平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-043平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-044平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-011平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-015平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-027平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-032平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-014平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-018平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-002平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-019平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-022平成30年度終了 経営管理課長 2019年4月1日 GPSP省令による 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　治験　被験者負担軽減費支払関係 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　臨床研究保険関係 経営管理課長 2019年4月1日 保険期間終了後5年 2025年9月30日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度　研究資金立替申請関係 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度　寄附金受入審査報告書1/3 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度　寄附金受入審査報告書2/3 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度　寄附金受入審査報告書3/3 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度　寄附金収納通知書 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業　肝疾患診療地域連体制強化事業　大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業　「おおいたを創るキャリア教育推進事業」　大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄

2018年度 会計 契約 契約
平成30年度　受託事業　へき地公立病院の在り方及び地域包括ケアの研究に関
する事業　大分県

経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄

2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業 結核医療体制強化事業　大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業 「医師研修業務」　中津市民病院 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 契約 契約 平成30年度　受託事業 「地域医療教育・研修推進事業」　大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度検査部運営会議 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課物流管理係 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 契約 平成２７年度債権発生関係 経営管理課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 契約 平成２７年度即履行決定決議書 経営管理課長 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 契約 平成２８年度債権発生関係 経営管理課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 契約 平成２８年度即履行決定決議書 経営管理課長 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 契約 平成２９年度債権発生関係 経営管理課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 契約 平成２９年度即履行決定決議書 経営管理課長 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 契約 平成３０年度債権発生関係 経営管理課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 契約 平成３０年度即履行決定決議書 経営管理課長 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成31年度概算要求関係綴 経営管理課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度病院経営企画・評価部門会議  1/2 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度病院経営企画・評価部門会議  2/2 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度部局内予算配分（医学部・附属病院） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度医療施設運営費等補助金（国産医療機器創出促進基盤整備等事業） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度大分県新生児担当医師確保支援事業補助金 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度救急医療施設運営費等補助金（高度救命救急センター運営事業） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度救急医療施設運営費等補助金（ドクターヘリ導入促進事業） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度国立大学法人大分大学臨床医工学センター運営事業費補助金 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度厚生労働省女性医師等キャリア支援事業委託費 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度看護職員等研修事業費補助金（新人看護職員研修事業） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度疾病予防対策事業費等補助金（がん診療連携拠点病院機能強化事 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄

2018年度 会計 資金管理 資金管理
平成30年度疾病予防対策事業費等補助金（感染症対策特別促進事業・肝炎対策
事業）

経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄

2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度大分県産科医等確保支援事業補助金 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度大分県周産期母子医療センター運営事業 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営戦略室 経営管理課長 廃棄
2019年度 管理一般 統括 照会・回答 令和元年度研究試験用アルコール関係 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課用度第一係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 契約 平成３１年度債権発生関係 経営管理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 契約 平成３１年度即履行決定決議書 経営管理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経営管理課副課長 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和2年度概算要求関係綴 経営管理課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度病院経営企画・評価部門会議  1/2 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度病院経営企画・評価部門会議  2/2 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度部局内予算配分（医学部・附属病院） 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課経営企画係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-001　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-016　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-009　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-014　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-017　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-020　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A17-003　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A18-001　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-010　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-001　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
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2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-021　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-002　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-007　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-009　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-013　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-019　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-022　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-038　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-040　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-042　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-045　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-048　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-004　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-006　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-038　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-039　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-040　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-045　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-001　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-004　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-005　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-008　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-012　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-016　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-030　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-025　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-033　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-001　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-010　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-011　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-012　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-015　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-016　令和元年度終了 経営管理課長 2020年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　受託研究費（治験）・受託事業費配分1/2 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　受託研究費（治験）・受託事業費配分2/2 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業（司法解剖に伴う薬物検査等） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業（病理標本診断）（株）リンテック、大分県生病院 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業（由布市フッ化物洗口事業）由布市 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「地域医療教育・研修推進事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「おおいた地域医療支援システム構築事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「不妊専門相談センター事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度受託事業「急性心筋梗塞医療調査研究事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「大分県精神科身体合併症救急医療体制整備事業」大分 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「発達障がい児等心のネットワーク推進事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「肝炎患者等支援対策事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「結核医療体制強化事業」大分県 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄

2019年度 会計 契約 契約
令和元年度　受託事業「大分をつなぎ、つむぐキャリア教育推進事業「地域医療
魅力発見インターンシップ」大分県

経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄

2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「大分こども急性救急疾患学部門医療・研究事業」大分市 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「内科医療人材育成事業（宇佐高田医師会病院）」 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「内科医療人材育成事業（臼杵市医師会立コスモス病 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「内科医療人材育成事業（杵築市立山香病院）」 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄

2019年度 会計 契約 契約
令和元年度　受託事業「内科医療人材育成事業（津久見市医師会立津久見中央
病院）」

経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄

2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「内科医療人材育成事業（豊後大野市民病院）」 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄

2019年度 会計 契約 契約
令和元年度　受託事業「内科医療人材育成事業（独立行政法人地域医療機能推
進機構南海医療センター）」

経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄

2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　受託事業「内科医療人材育成事業（中津市立中津市民病院）」 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄

2019年度 会計 契約 契約 令和元年度中津市医師研修業務（麻酔科） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄

2019年度 会計 契約 契約 令和元年度中津市医師研修業務（産婦人科） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度ＨＩＶ診療医師情報網支援事業 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度国立大学法人大分大学　臨床医工学センター運営費補助金 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度がん診療連携拠点病院機能強化事業 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度大分県新生児担当　医師確保支援事業補助金 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度高度救命救急センター運営事業 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度ドクターヘリ導入促進事業 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度大分県産科医等確保支援事業補助金 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度次世代医療機器　連携拠点整備等事業（令和元年度～） 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度女性医師復帰支援体制整備事業 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
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2019年度 会計 契約 契約 令和元年度大分県周産期母子医療センター運営事業(NICU)（GCU) 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度新人看護職員研修事業 経営管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課外部資金係 経営管理課長 廃棄
2019年度 会計 契約 契約 令和元年度　収入契約決議書・即履行決定決議書・実習料債権発生 経営管理課長 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年度　学外文書（通知・照会） 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 監査・検査 令和元年度　監査・検査関係 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答，通知 令和元年度　受託研究・共同研究（受入審査・通知） 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 管理一般 環境 防災 令和元年度　防火管理関係 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年　出勤簿 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年　休暇簿 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度　時間外勤務命令簿 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度　旅行命令簿 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和元年度　不動産監守関係 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 管理一般 環境 環境管理 令和元年度　車両入構証許可申請書綴 経営管理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 管理一般 環境 環境管理 令和元年度　車両入構証許可申請書綴 経営管理課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 経営管理課総務係 経営管理課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度検査部運営会議 経営管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課物流管理係 経営管理課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和3年度概算要求関係綴 経営戦略課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営企画係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度病院経営企画・評価部門会議  1/2 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営企画係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度病院経営企画・評価部門会議  2/2 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営企画係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度部局内予算配分（医学部・附属病院） 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営企画係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-019　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-024　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-003　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-004　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-013　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-014　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A18-003　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A19-003　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D11-003　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-031　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-032　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-045　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-002　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-011　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-016　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-028　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-032　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-041　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-049　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-050　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-051　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-001　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-003　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-005　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-009　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-014　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-016　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-017　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-018　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-021　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-022　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-023　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-026　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-028　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-031　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-033　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-036　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-037　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-041　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-043　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-044　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-003　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-029　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-009　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-010　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-011　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-020　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-021　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-028　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-029　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄

245/328



国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-007　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-008　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-009　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-018　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-028　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-031　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-003　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-004　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-009　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-014　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-024　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-028　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D20-006　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D20-010　令和２年度終了 経営戦略課長 2021年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　受託研究費（治験）・受託事業費配分1/2 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　受託研究費（治験）・受託事業費配分2/2 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業（司法解剖に伴う薬物検査等） 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業（病理標本診断）（株）リンテック、大分県生病院 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業（由布市フッ化物洗口事業）由布市 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「地域医療教育・研修推進事業」大分県 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「おおいた地域医療支援システム構築事業」大分県 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「不妊専門相談センター事業」大分県 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度受託事業「急性心筋梗塞医療調査研究事業」大分県 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「大分県精神科身体合併症救急医療体制整備事業」大分 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「発達障がい児等心のネットワーク推進事業」大分県 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「肝炎患者等支援対策事業」大分県 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「結核医療体制強化事業」大分県 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「大分こども急性救急疾患学部門医療・研究事業」大分市 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「内科医療人材育成事業（宇佐高田医師会病院）」 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「内科医療人材育成事業（臼杵市医師会立コスモス病院）」 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「内科医療人材育成事業（杵築市立山香病院）」 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄

2020年度 会計 契約 契約
令和２年度　受託事業「内科医療人材育成事業（津久見市医師会立津久見中央
病院）」

経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄

2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「内科医療人材育成事業（豊後大野市民病院）」 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄

2020年度 会計 契約 契約
令和２年度　受託事業「内科医療人材育成事業（独立行政法人地域医療機能推
進機構南海医療センター）」

経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄

2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　受託事業「内科医療人材育成事業（国東市民病院） 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度中津市医師研修業務（麻酔科） 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度中津市医師研修業務（産婦人科） 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度ＨＩＶ診療医師情報網支援事業 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度国立大学法人大分大学　臨床医工学センター運営費補助金 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度がん診療連携拠点病院機能強化事業 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度大分県新生児担当　医師確保支援事業補助金 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度高度救命救急センター運営事業 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度ドクターヘリ導入促進事業 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度大分県産科医等確保支援事業補助金 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度次世代医療機器　連携拠点整備等事業（令和２年度～） 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度女性医師復帰支援体制整備事業 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度大分県周産期母子医療センター運営事業(NICU)（GCU) 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度新人看護職員研修事業 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度女性医療職等の働き方支援事業 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度厚生労働省ECMOチーム等養成研修事業 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度PCR検査業務 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度受託事業（その他）及び補助金 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年度管理・運営・予算管理１/２　２/２ 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度遺伝子検査ラボ運営委員会等 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和２年度令和元年度分決算 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 企画等 令和２年度大分大学医学部支援基金関係 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 統括 照会・回答 令和２年度研究試験用アルコール関係 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営戦略課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 契約 令和２年度債権発生関係 経営戦略課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営戦略課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 契約 令和２年度即履行決定決議書 経営戦略課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課副課長 経営戦略課長 廃棄
2020年度 会計 契約 契約 令和２年度　収入契約決議書・即履行決定決議書・実習料債権発生 経営戦略課長 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年度　学外文書（通知・照会） 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 監査・検査 令和２年度　監査・検査関係 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答，通知 令和２年度　受託研究・共同研究（受入審査・通知） 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 環境 防災 令和２年度　防火管理関係 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年　出勤簿 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年　休暇簿 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度　時間外勤務命令簿 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
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2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度　旅行命令簿 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和２年度　不動産監守関係 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 環境 環境管理 令和２年度　車両入構証許可申請書綴 経営戦略課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 環境 環境管理 令和２年度　車両入構証許可申請書綴 経営戦略課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度検査部運営会議 経営戦略課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経営戦略課総務係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和４年度概算要求関係綴 経営戦略課長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営企画係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度病院経営企画・評価委員会  1/2 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営企画係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度病院経営企画・評価委員会  2/2 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営企画係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度部局内予算配分（医学部・附属病院） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営企画係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度認知症先端医療推進センター運営会議 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営企画係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度ＭＥ機器センター運営会議 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営分析係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度予算関係通知通達文書綴 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営分析係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度予算関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営分析係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度学長戦略費関係綴 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営分析係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度他課・他係・その他・照会・回答文書 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営分析係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度発生源入力システム設定関係綴　予算執行の補助者選任届 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営分析係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度発生源入力システム設定関係綴　予算執行の補助者選任届（寄附金・科研） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営分析係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度診療費減免患者関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営分析係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度学内施設における受益者負担 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営分析係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度HOMAS関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営分析係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度借入金関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課経営分析係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-001　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-015　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-020　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A15-022　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-004　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A16-008　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A17-005　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A17-007　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A18-005　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A18-006　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A18-007　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A20-006　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）A20-007　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D13-025　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-003　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D14-011　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-025　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D15-033　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-002　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-014　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-023　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-025　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D16-031　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-006　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-015　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D17-022　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-004　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-006　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-011　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-012　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-013　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-014　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-015　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-016　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D18-017　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D19-002　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D20-007　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D20-015　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D20-019　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D20-022　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D20-023　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D21-005　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 受託研究（治験）D21-006　令和３年度終了 経営戦略課長 2022年4月1日 GCP省令による 紙 倉庫 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　受託研究費（治験）配分関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　受託研究費（治験）被験者負担軽減費関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　受託研究費（治験）被験者負担軽減費関係（CTU） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業（司法解剖に伴う薬物検査等/死後画像） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業（病理組織検査） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
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2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業（由布市フッ化物洗口事業） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「地域医療教育・研修推進事業」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「おおいた地域医療支援システム構築事業」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「不妊専門相談センター事業」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「大分県身体合併症救急医療体制整備事業」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「肝炎患者等支援対策事業」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「大分DMAT隊員養成・技能維持研修事業」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「結核医療体制強化事業」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「大分こども急性救急疾患学部門医療・研究事業」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「内科医療人材育成事業（宇佐高田医師会病院）」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「内科医療人材育成事業（臼杵市医師会立コスモス病院）」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「内科医療人材育成事業（杵築市立山香病院）」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄

2021年度 会計 契約 契約
令和３年度　受託事業「内科医療人材育成事業（津久見市医師会立津久見中央
病院）」

経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄

2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「内科医療人材育成事業（豊後大野市民病院）」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「内科医療人材育成事業（国東市民病院） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「研修業務委託（中津市民病院）」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「地域分析事業」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「大分県在宅医療セミナー事業」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「狂犬病対策のための迅速対応ツールキットの開発プログ 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業「ＨＩＶ診療医師情報網支援事業」 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業等（その他） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度高度救命救急センター運営事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度ドクターヘリ導入促進事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度救急患者退院コーディネーター事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度大分県周産期母子医療センター運営事業(NICU)（GCU) 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度新人看護職員研修事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度大分県産科医等確保支援事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度大分県新生児担当医師確保支援事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度国立大学法人大分大学臨床医工学センター運営事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度糖尿病性腎症重症化予防推進事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度がん診療連携拠点病院機能強化事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度次世代医療機器連携拠点整備等事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度肝炎情報センター戦略的強化事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度女性医療職等の働き方支援事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度救急医療研修支援事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度防災訓練等参加支援事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度死亡時画像診断システム等設備・施設整備事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度NBC災害・テロ対策設備整備事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度補助金（その他） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　受託事業（PCR検査業務） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　補助金（医師看護師派遣関係） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年度新型コロナウイルス感染症に係る調査等について 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度新型コロナウイルス感染症に係る診療体制等について 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度新型コロナウイルス感染症ワクチン接種関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度新型コロナウイルス感染症ワクチン関係書類 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和４年度（令和３年度申請）地域医療介護総合確保基金　申請書類 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度寄附金受入審査報告書 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度寄附金収納通知書 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度医学部支援基金関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度研究資金立替申請書 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度共同研究・受託研究（受入審査・通知関係） 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 医療 教育・研究 臨床研究 令和３年度臨床研究保険関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和３年度分決算書類 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課外部資金係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 統括 照会・回答 令和３年度研究試験用アルコール関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課総務係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 会計 契約 契約 令和３年度　収入契約決議書・即履行決定決議書・実習料債権発生 経営戦略課長 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 環境 防災 令和３年度　防火管理関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年　出勤簿 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年　休暇簿 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度　時間外勤務命令簿 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和３年度　不動産監守関係 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 環境 環境管理 令和３年度　車両入構証許可申請書綴 経営戦略課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 環境 環境管理 令和３年度　車両入構証許可申請書綴 経営戦略課長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 経営管理課総務係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度検査部運営会議 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課総務係 経営戦略課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2021年度 管理一般 統括 照会・回答 令和３年度毒物・劇物保管状況調査 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課総務係 経営戦略課長 廃棄
2021年度 管理一般 統括 照会・回答 令和３年度管理・運営 経営戦略課長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経営戦略課総務係 経営戦略課長 廃棄
1978年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和53年度入学医学科 教務 1979年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1978年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿昭和53年度入学医学科 教務 1979年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1979年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和54年度入学医学科 教務 1980年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1979年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿昭和54年度入学医学科 教務 1980年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1980年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和55年度入学医学科 教務 1981年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1980年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿昭和55年度入学医学科 教務 1981年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1981年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和56年度入学医学科 教務 1982年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1981年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿昭和56年度入学医学科 教務 1982年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1982年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和57年度入学医学科 教務 1983年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1982年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿昭和57年度入学医学科 教務 1983年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1983年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和58年度入学医学科 教務 1984年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1983年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿昭和58年度医学科 教務 1984年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1983年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿昭和58年度入学医学科 教務 1984年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1984年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和59年度入学医学科 教務 1985年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1984年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿昭和59年度医学科 教務 1985年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1984年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿昭和59年度入学医学科 教務 1985年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1984年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和59年度大学院博士課程 専門員 1985年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1984年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿昭和59年度入学 専門職員 1985年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1985年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和60年度入学医学科 教務 1986年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1985年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿昭和60年度医学科 教務 1986年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1985年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿昭和60年度入学医学科 教務 1986年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1985年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和60年度大学院博士課程 専門員 1986年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1985年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿昭和60年度入学 専門職員 1986年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1986年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和61年度入学医学科 教務 1987年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1986年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿昭和61年度医学科 教務 1987年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1986年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿昭和61年度入学医学科 教務 1987年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1986年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和61年度大学院博士課程 専門員 1987年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1986年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿昭和61年度入学 専門職員 1987年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1987年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和62年度入学医学科 教務 1988年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1987年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿昭和62年度医学科 教務 1988年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1987年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿昭和62年度入学医学科 教務 1988年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1987年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和62年度大学院博士課程 専門員 1988年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1987年度 （旧）学務課 教務 学位授与関係 学位簿（博士論文）（昭和62年度以降） 専門員 1988年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1987年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿昭和62年度入学 専門職員 1988年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1988年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和63年度入学医学科 教務 1989年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1988年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿昭和63年度医学科 教務 1989年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1988年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿昭和63年度入学医学科 教務 1989年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1988年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿昭和63年度大学院博士課程 専門員 1989年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1988年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿昭和63年度入学 専門職員 1989年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1989年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成1年度入学医学科 教務 1990年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1989年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成1年度医学科 教務 1990年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1989年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成1年度入学医学科 教務 1990年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1989年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成元年度大学院博士課程 専門員 1990年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1989年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成1年度入学 専門職員 1990年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1990年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成2年度入学医学科 教務 1991年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1990年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成2年度医学科 教務 1991年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1990年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成2年度入学医学科 教務 1991年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1990年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成2年度大学院博士課程 専門員 1991年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1990年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成2年度入学 専門職員 1991年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1991年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成3年度入学医学科 教務 1992年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1991年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成3年度医学科 教務 1992年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1991年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成3年度入学医学科 教務 1992年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1991年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成3年度大学院博士課程 専門員 1992年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1991年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成3年度入学 専門職員 1992年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1992年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成4年度入学医学科 教務 1993年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1992年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成4年度医学科 教務 1993年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1992年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成4年度入学医学科 教務 1993年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1992年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成4年度大学院博士課程 専門員 1993年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1992年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成4年度入学 専門職員 1993年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1992年度 （旧）学務課 管理 広報誌、職員録（保存用） 学生募集要項（53～5年度） 専門職員入試担当 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
1993年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成5年度入学医学科 教務 1994年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1993年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成5年度医学科 教務 1994年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1993年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成5年度入学医学科 教務 1994年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1993年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成5年度大学院博士課程 専門員 1994年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1993年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成5年度入学 専門職員 1994年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1993年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 懲戒処分（賞罰等）53～H5 総務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1994年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成6年度入学医学科 教務 1995年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
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1994年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成6年度入学看護学科 教務 1995年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1994年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成6年度医学科 教務 1995年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1994年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成6年度入学医学科 教務 1995年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1994年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成6年度入学看護学科 教務 1995年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1994年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成6年度大学院博士課程 専門員 1995年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1994年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成6年度入学 専門職員 1995年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1995年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成7年度入学医学科 教務 1996年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1995年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成7年度入学看護学科 教務 1996年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1995年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成7年度医学科 教務 1996年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1995年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成7年度入学医学科 教務 1996年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1995年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成7年度入学看護学科 教務 1996年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1995年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成7年度大学院博士課程 専門員 1996年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1995年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成7年度入学 専門職員 1996年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1996年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成8年度入学医学科 教務 1997年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1996年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成8年度入学看護学科 教務 1997年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1996年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成8年度医学科 教務 1997年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1996年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成8年度入学医学科 教務 1997年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1996年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成8年度入学看護学科 教務 1997年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1996年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成8年度大学院博士課程 専門員 1997年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1996年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成8年度入学 専門職員 1997年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1997年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成9年度入学医学科 教務 1998年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1997年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成9年度入学看護学科 教務 1998年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1997年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成9年度医学科 教務 1998年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1997年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成9年度看護学科 教務 1998年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1997年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成9年度入学医学科 教務 1998年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1997年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成9年度入学看護学科 教務 1998年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1997年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成9年度大学院博士課程 専門員 1998年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1997年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成9年度入学 専門職員 1998年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1997年度 （旧）学務課 管理 広報誌、職員録（保存用） 学生募集要項（6～10年度） 専門職員入試担当 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
1997年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 懲戒処分（賞罰等）H6～H9 総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1998年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成10年度入学医学科 教務 1999年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1998年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成10年度入学看護学科 教務 1999年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1998年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成10年度入学大学院看護学（修士課程） 教務 1999年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1998年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成10年度医学科 教務 1999年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1998年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成10年度看護学科 教務 1999年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1998年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成10年度入学医学科 教務 1999年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1998年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成10年度入学看護学科 教務 1999年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄

1998年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成10年度入学大学院医学系研究科看護学専攻（修士課程） 教務 1999年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄

1998年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成10年度大学院博士課程 専門員 1999年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1998年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成10年度入学 専門職員 1999年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1999年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成11年度入学医学科 教務 2000年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1999年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成11年度入学看護学科 教務 2000年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1999年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成11年度入学大学院看護学（修士課程） 教務 2000年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1999年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成11年度医学科 教務 2000年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1999年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成11年度看護学科 教務 2000年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1999年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成11年度入学医学科 教務 2000年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1999年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成11年度入学看護学科 教務 2000年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄

1999年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成11年度入学大学院医学系研究科看護学専攻（修士課程） 教務 2000年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄

1999年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成11年度大学院博士課程 専門員 2000年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
1999年度 （旧）学務課 教務 学位授与関係 学位簿（修士論文）（平成11年度以降） 専門員 2000年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
1999年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成11年度入学 専門職員 2000年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2000年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成12年度入学医学科 教務 2001年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2000年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成12年度入学看護学科 教務 2001年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2000年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿大学院看護学（修士課程） 教務 2001年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2000年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成12年度医学科 教務 2001年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2000年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成12年度看護学科 教務 2001年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2000年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成12年度入学医学科 教務 2001年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2000年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成12年度入学看護学科 教務 2001年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄

2000年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成12年度入学大学院医学系研究科看護学専攻（修士課程） 教務 2001年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄

2000年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成12年度大学院博士課程 専門員 2001年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2000年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成12年度入学 専門職員 2001年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2000年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 懲戒処分（賞罰等）H10～H12 総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成13年度入学医学科 教務 2002年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成13年度入学看護学科 教務 2002年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成13年度大学院看護学（修士課程） 教務 2002年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成13年度医学科 教務 2002年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
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2001年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成13年度看護学科 教務 2002年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成13年度入学医学科 教務 2002年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成13年度入学看護学科 教務 2002年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成13年度大学院（博士課程） 専門員 2002年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成13年度入学 専門職員留学生担当 2002年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 管理 広報誌、職員録（保存用） 大学案内（2～15年度） 専門職員入試担当 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 管理 広報誌、職員録（保存用） 学生募集要項（11～15年度） 専門職員入試担当 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2001年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 懲戒処分（賞罰等）H13～ 総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2002年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成14年度入学医学科 教務 2003年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2002年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成14年度入学看護学科 教務 2003年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2002年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成14年度入学医学科 教務 2003年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2002年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成14年度入学看護学科 教務 2003年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2002年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成14年度大学院看護学（修士課程） 教務 2003年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2002年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成14年度医学科 教務 2003年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2002年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成14年度看護学科 教務 2003年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2002年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成14年度大学院（博士課程） 専門職員大学院 2003年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2002年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成14年度入学 専門職員留学生 2003年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2003年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成15年度入学看護学科 教務 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2003年度 （旧）学務課 教務 その他教務関係文書（30年） 成績簿平成15年度入学医学科 教務 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2003年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成15年度入学医学科 教務 2004年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2003年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成15年度入学看護学科 教務 2004年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2003年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成15年度大学院看護学（修士課程） 教務 2004年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2003年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成15年度医学科 教務 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2003年度 （旧）学務課 教務 卒業証書発行台帳等 卒業原簿平成15年度看護学科 教務 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2003年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 学籍簿平成15年度大学院（博士課程） 専門職員大学院 2004年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2003年度 （旧）学務課 教務 身分の異動（重要文書） 研究生原簿平成15年度入学 専門職員留学生 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2004年度 教務 成績簿平成16年度入学医学科 教務 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2004年度 教務 成績簿平成16年度入学看護学科 教務 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2004年度 教務 学籍簿平成16年度入学医学科 教務 2005年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2004年度 教務 学籍簿平成16年度入学看護学科 教務 2005年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2004年度 教務 卒業原簿平成16年度医学科 教務 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2004年度 教務 卒業原簿平成16年度看護学科 教務 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2004年度 教務 学籍簿平成16年度大学院看護学（修士課程） 大学院係 2005年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2004年度 教務 学籍簿平成16年度大学院（博士課程） 大学院係 2005年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2004年度 教務 研究生原簿平成16年度入学 大学院係 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2005年度 教務 成績簿平成17年度入学医学科 教務 2006年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2005年度 教務 成績簿平成17年度入学看護学科 教務 2006年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2005年度 教務 学籍簿平成17年度入学医学科 教務 2006年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2005年度 教務 学籍簿平成17年度入学看護学科 教務 2006年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2005年度 教務 卒業原簿平成17年度医学科 教務 2006年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2005年度 教務 卒業原簿平成17年度看護学科 教務 2006年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2005年度 教務 学籍簿平成17年度大学院看護学（修士課程） 大学院係 2006年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2005年度 教務 学籍簿平成17年度大学院（博士課程） 大学院係 2006年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2005年度 教務 研究生原簿平成17年度入学 大学院係 2006年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 成績簿平成18年度入学医学科 教務 2007年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 成績簿平成18年度入学看護学科 教務 2007年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 学籍簿平成18年度入学医学科 教務 2007年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 学籍簿平成18年度入学看護学科 教務 2007年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 卒業原簿平成18年度医学科 教務 2007年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 卒業原簿平成18年度看護学科 教務 2007年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 学生カード平成18年度大学院（修士課程） 大学院係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 学生カード平成18年度大学院（博士課程） 大学院係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 学籍簿平成18年度大学院（修士課程） 大学院係 2007年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 学籍簿平成18年度大学院（博士課程） 大学院係 2007年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 研究生原簿平成18年度入学 大学院係 2007年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 履修の手引き　平成18年度 総務係 2007年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 学生住所届・名簿　平成18年度 総務係 2007年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 学生団体設立・継続等関係　平成18年度 総務係 2007年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 学生教育研究災害傷害保険関係　平成18年度 総務係 2007年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 入学料及び授業料免除関係　平成18年度 総務係 2007年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 奨学金関係（日本学生支援機構）　平成18年度 総務係 2007年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 各種奨学金関係　平成18年度 総務係 2007年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 学生カード平成18年度看護学科 総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2006年度 教務 学生カード平成18年度医学科 総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 成績簿平成19年度入学医学科 教務 2008年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 成績簿平成19年度入学看護学科 教務 2008年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 学籍簿平成19年度入学医学科 教務 2008年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 学籍簿平成19年度入学看護学科 教務 2008年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 卒業原簿平成19年度医学科 教務 2008年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
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2007年度 教務 卒業原簿平成19年度看護学科 教務 2008年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 学生カード　平成19年度大学院（博士課程） 大学院係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 学生カード　平成19年度大学院（修士課程） 大学院係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 教育要項平成19年度大学院修士課程 大学院係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 大学院学生便覧（平成19年度） 大学院係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 学籍簿平成19年度大学院（修士課程） 大学院係 2008年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 学籍簿平成19年度大学院（博士課程） 大学院係 2008年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 研究生原簿平成19年度入学 大学院係 2008年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 学生カード平成19年度看護学科 総務係 2008年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 学生カード平成19年度医学科 総務係 2008年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 履修の手引き　平成19年度 総務係 2008年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 学生住所届・名簿　平成19年度 総務係 2008年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 奨学金関係（日本学生支援機構）　平成19年度 総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2007年度 教務 各種奨学金関係　平成19年度 総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 成績簿平成20年度入学医学科 教務 2009年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 成績簿平成20年度入学看護学科 教務 2009年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 学籍簿平成20年度入学医学科 教務 2009年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 学籍簿平成20年度入学看護学科 教務 2009年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 卒業原簿平成20年度医学科 教務 2009年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 卒業原簿平成20年度看護学科 教務 2009年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 学生カード　平成20年度大学院（博士課程） 大学院係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 学生カード　平成20年度大学院（修士課程） 大学院係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 学籍簿平成20年度大学院（修士課程） 大学院係 2009年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 学籍簿平成20年度大学院（博士課程） 大学院係 2009年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 研究生原簿平成20年度入学 大学院係 2009年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 学生カード平成20年度看護学科 総務係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 学生カード平成20年度医学科 総務係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2008年度 教務 学生住所届・名簿　平成20年度 総務係 2009年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 学生カード平成21年度看護学科 総務係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 学生カード平成21年度医学科 総務係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 学生住所届　平成21年度 総務係 2010年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 成績簿平成21年度入学医学科 教務 2010年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 成績簿平成21年度入学看護学科 教務 2010年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 学籍簿平成21年度入学医学科 教務 2010年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 学籍簿平成21年度入学看護学科 教務 2010年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 卒業原簿平成21年度医学科 教務 2010年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 卒業原簿平成21年度看護学科 教務 2010年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 学生カード　平成21年度大学院（博士課程） 大学院係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 学生カード　平成21年度大学院（修士課程） 大学院係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 学籍簿平成21年度大学院（修士課程） 大学院係 2010年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 学籍簿平成21年度大学院（博士課程） 大学院係 2010年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2009年度 教務 研究生原簿平成21年度入学 大学院係 2010年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 学生カード平成22年度看護学科 総務係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 学生カード平成22年度医学科 総務係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 学生住所届　平成22年度 総務係 2011年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 成績簿平成22年度入学医学科 教務 2011年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 成績簿平成22年度入学看護学科 教務 2011年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 学籍簿平成22年度入学医学科 教務 2011年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 学籍簿平成22年度入学看護学科 教務 2011年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 卒業原簿平成22年度医学科 教務 2011年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 卒業原簿平成22年度看護学科 教務 2011年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 学生カード　平成22年度大学院（博士課程） 大学院係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 学生カード　平成22年度大学院（修士課程） 大学院係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 学籍簿平成22年度大学院（修士課程） 大学院係 2011年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 学籍簿平成22年度大学院（博士課程） 大学院係 2011年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2010年度 教務 研究生原簿平成22年度入学 大学院係 2011年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 学生カード平成23年度看護学科 総務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 学生カード平成23年度医学科 総務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 学生住所届　平成23年度 総務係 2012年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 成績簿平成23年度入学医学科 教務 2012年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 成績簿平成23年度入学看護学科 教務 2012年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 学籍簿平成23年度入学医学科 教務 2012年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 学籍簿平成23年度入学看護学科 教務 2012年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 卒業原簿平成23年度医学科 教務 2012年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 卒業原簿平成23年度看護学科 教務 2012年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 学生カード　平成23年度大学院（博士課程） 大学院係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 学生カード　平成23年度大学院（修士課程） 大学院係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
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2011年度 教務 学籍簿平成23年度大学院（修士課程） 大学院係 2012年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 学籍簿平成23年度大学院（博士課程） 大学院係 2012年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2011年度 教務 研究生原簿平成23年度入学 大学院係 2012年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 平成25年度推薦入試(看護学科) 入学試験係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 平成25年度AO入試 入学試験係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 平成25年度個別学力検査 入学試験係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 平成25年度看護学科社会人入試・看護学科3年次編入学 入学試験係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 平成25年度大学院修士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 平成25年度大学院博士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 平成24年度学士編入学 入学試験係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 管理 平成24年度医学部入試委員会 入学試験係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 管理 平成25年度一般入試選抜委員会 入学試験係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 管理 平成24年度入試部門会議 入学試験係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 学外活動等届出関係　平成24年度 総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 医師国家試験関係　平成24年度 総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 保健師・看護師国家試験関係　平成24年度 総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 就職関係　平成24年度 総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 学生カード平成24年度看護学科 総務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 学生カード平成24年度医学科 総務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 学生住所届　平成24年度 総務係 2013年4月1日 卒業後5年 廃棄 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 奨学金関係（日本学生支援機構）　平成24年度 総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 各種奨学金関係　平成24年度 総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 管理 学生生活委員会　平成24年度 総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 教務委員会平成24年度 教務 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 休学・復学・退学（学部）H24 教務 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 成績簿平成24年度入学医学科 教務 2013年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 成績簿平成24年度入学看護学科 教務 2013年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 学籍簿平成24年度入学医学科 教務 2013年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 学籍簿平成24年度入学看護学科 教務 2013年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 卒業原簿平成24年度医学科 教務 2013年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 卒業原簿平成24年度看護学科 教務 2013年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 平成24年度身分異動（休学・復学・退学・除籍） 大学院係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 平成24年度九州がんプロ養成基盤推進プラン 大学院係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 管理 平成24年度大学院博士課程小委員会 大学院係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 管理 平成24年度大学院修士課程小委員会 大学院係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 学生カード　平成24年度大学院（博士課程） 大学院係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 学生カード　平成24年度大学院（修士課程） 大学院係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 学籍簿平成24年度大学院（修士課程） 大学院係 2013年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 学籍簿平成24年度大学院（博士課程） 大学院係 2013年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2012年度 教務 研究生原簿平成24年度入学 大学院係 2013年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 平成26年度　推薦入試(看護学科) 入学試験係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 平成26年度AO入試 入学試験係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 平成26年度個別学力検査 入学試験係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 平成26年度看護学科社会人入試・看護学科３年次編入学 入学試験係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 平成26年度大学院修士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 平成26年度大学院博士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 平成25年度学士編入学 入学試験係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 管理 平成25年度医学部入試委員会 入学試験係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 管理 平成26年度一般入試選抜委員会 入学試験係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 管理 平成25年度入試部門会議 入学試験係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 学外活動関係　平成25年度 総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 医師国家試験関係　平成25年度 総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 保健師・看護師国家試験関係　平成25年度 総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 就職関係　平成25年度 総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 授業料・奨学金関係　平成25年度 総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 入学手続関係　平成25年度 総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 管理 予算関係　平成25年度 総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 学生カード平成25年度看護学科 総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 学生カード平成25年度医学科 総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 学生住所届　平成25年度 総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 管理 学生生活委員会　平成25年度 総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 教務委員会平成25年度 教務 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 休学・復学・退学（学部）H25 教務 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 成績簿平成25年度入学医学科 教務 2014年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 成績簿平成25年度入学看護学科 教務 2014年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 学籍簿平成25年度入学医学科 教務 2014年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄

253/328



国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2013年度 教務 学籍簿平成25年度入学看護学科 教務 2014年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 卒業原簿平成25年度医学科 教務 2014年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 卒業原簿平成25年度看護学科 教務 2014年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 平成25年度身分異動（休学・復学・退学・除籍） 大学院係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 平成25年度九州がんプロ養成基盤推進プラン 大学院係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 管理 平成25年度大学院博士課程小委員会 大学院係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 管理 平成25年度大学院修士課程小委員会 大学院係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 学生カード　平成25年度大学院（博士課程） 大学院係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 学生カード　平成25年度大学院（修士課程） 大学院係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 教育要項平成25年度大学院修士課程 大学院係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 大学院学生便覧（平成25年度） 大学院係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 学籍簿平成25年度大学院（修士課程） 大学院係 2014年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 学籍簿平成25年度大学院（博士課程） 大学院係 2014年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2013年度 教務 研究生原簿平成25年度入学 大学院係 2014年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 平成27年度　推薦入試(看護学科) 入学試験係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 平成27年度AO入試 入学試験係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 平成27年度個別学力検査 入学試験係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 平成27年度看護学科社会人入試・看護学科３年次編入学 入学試験係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 平成27年度大学院修士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 平成27年度大学院博士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 平成26年度学士編入学 入学試験係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 管理 平成26年度医学部入試委員会 入学試験係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 管理 平成27年度一般入試選抜委員会 入学試験係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 管理 平成26年度入試部門会議 入学試験係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 学外活動関係　平成26年度 総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 医師国家試験関係　平成26年度 総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 保健師・看護師国家試験関係　平成26年度 総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 就職関係　平成26年度 総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 授業料・奨学金関係　平成26年度 総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 入学手続関係　平成26年度 総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 管理 予算関係　平成26年度 総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 学生カード平成26年度看護学科 総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 学生カード平成26年度医学科 総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 学生住所届　平成26年度 総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 管理 学生生活委員会　平成26年度 総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 教務委員会平成26年度 教務 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 休学・復学・退学（学部）H26 教務 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 成績簿平成26年度入学医学科 教務 2015年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 成績簿平成26年度入学看護学科 教務 2015年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 学籍簿平成26年度入学医学科 教務 2015年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 学籍簿平成26年度入学看護学科 教務 2015年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 卒業原簿平成26年度医学科 教務 2015年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 卒業原簿平成26年度看護学科 教務 2015年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 平成26年度身分異動（休学・復学・退学・除籍） 大学院係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 平成26年度九州がんプロ養成基盤推進プラン 大学院係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 管理 平成26年度大学院博士課程小委員会 大学院係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 管理 平成26年度大学院修士課程小委員会 大学院係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 学生カード　平成26年度大学院（博士課程） 大学院係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 学生カード　平成26年度大学院（修士課程） 大学院係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 教育要項平成26年度大学院修士課程 大学院係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 大学院学生便覧（平成26年度） 大学院係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 学籍簿平成26年度大学院（修士課程） 大学院係 2015年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 学籍簿平成26年度大学院（博士課程） 大学院係 2015年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2014年度 教務 研究生原簿平成26年度入学 大学院係 2015年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成28年度　推薦入試(看護学科) 入学試験係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成28年度AO入試 入学試験係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成28年度個別学力検査 入学試験係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成28年度看護学科社会人入試・看護学科３年次編入学 入学試験係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成28年度大学院修士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成28年度大学院博士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成27年度学士編入学 入学試験係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 管理 平成27年度医学部入試委員会 入学試験係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 管理 平成28年度一般入試選抜委員会 入学試験係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 管理 平成27年度入試部門会議 入学試験係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成27年度　授業料・奨学金関係 総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 会計 平成27年度　予算関係 総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
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2015年度 教務 平成27年度　看護学科学生カード 総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成27年度　医学科学生カード 総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成27年度　入学生住所届 総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 教務委員会平成27年度 教務 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 休学・復学・退学（学部）H27 教務 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 成績簿平成27年度入学医学科 教務 2016年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 成績簿平成27年度入学看護学科 教務 2016年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 学籍簿平成27年度入学医学科 教務 2016年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 学籍簿平成27年度入学看護学科 教務 2016年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 卒業原簿平成27年度医学科 教務 2016年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 卒業原簿平成27年度看護学科 教務 2016年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成27年度身分異動（休学・復学・退学・除籍） 大学院係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成27年度九州がんプロ養成基盤推進プラン 大学院係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 管理 平成27年度大学院博士課程小委員会 大学院係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 管理 平成27年度大学院修士課程小委員会 大学院係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 学生カード　平成27年度大学院（博士課程） 大学院係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 学生カード　平成27年度大学院（修士課程） 大学院係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 教育要項平成27年度大学院修士課程 大学院係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 大学院学生便覧（平成27年度） 大学院係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成27年度学位申請資格審査願等(博士論文) 大学院係 2016年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成27年度学位論文審査願等(博士論文) 大学院係 2016年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 平成27年度学位論文審査願等(修士論文) 大学院係 2016年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 学籍簿平成27年度大学院（修士課程） 大学院係 2016年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 学籍簿平成27年度大学院（博士課程） 大学院係 2016年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2015年度 教務 研究生原簿平成27年度入学 大学院係 2016年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成29年度　推薦入試(看護学科) 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成29年度AO入試 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成29年度個別学力検査 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成29年度看護学科社会人入試・看護学科３年次編入学 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成29年度大学院修士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成29年度大学院博士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成28年度学士編入学 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成29年度編入学 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 管理 平成28年度医学部入試委員会 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 管理 平成29年度一般入試選抜委員会 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 管理 平成28年度入試部門会議 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 管理 平成28年度入学企画支援センター運営会議 入学試験係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 教務委員会平成28年度 教務 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 休学・復学・退学（学部）H28 教務 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 成績簿平成28年度入学医学科 教務 2017年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 成績簿平成28年度入学看護学科 教務 2017年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 学籍簿平成28年度入学医学科 教務 2017年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 学籍簿平成28年度入学看護学科 教務 2017年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 卒業原簿平成28年度医学科 教務 2017年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 卒業原簿平成28年度看護学科 教務 2017年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成28年度　授業料・奨学金関係 総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 会計 平成28年度　予算関係 総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成28年度　看護学科学生カード 総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成28年度　医学科学生カード 総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成28年度　入学生住所届 総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成28年度身分異動（休学・復学・退学・除籍） 大学院係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成28年度九州がんプロ養成基盤推進プラン 大学院係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 管理 平成28年度大学院博士課程小委員会 大学院係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 管理 平成28年度大学院修士課程小委員会 大学院係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 学生カード　平成28年度大学院（博士課程） 大学院係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 学生カード　平成28年度大学院（修士課程） 大学院係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 教育要項平成28年度大学院修士課程 大学院係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 大学院学生便覧（平成28年度） 大学院係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成28年度学位申請資格審査願等(博士論文) 大学院係 2017年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成28年度学位論文審査願等(博士論文) 大学院係 2017年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成28年度学位論文審査願等(修士論文) 大学院係 2017年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 平成28年度ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント関係 大学院係 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 学籍簿平成28年度大学院（修士課程） 大学院係 2017年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 学籍簿平成28年度大学院（博士課程） 大学院係 2017年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2016年度 教務 研究生原簿平成28年度入学 大学院係 2017年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成30年度　大学入試センター試験 入学試験係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
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2017年度 教務 平成30年度　推薦入試(看護学科) 入学試験係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成30年度AO入試 入学試験係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成30年度個別学力検査 入学試験係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成30年度看護学科社会人入試・看護学科３年次編入学 入学試験係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成30年度大学院修士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成30年度大学院博士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成30年度編入学 入学試験係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度医学部入試委員会 入学試験係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成30年度一般入試選抜委員会 入学試験係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度入試部門会議 入学試験係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度入学企画支援センター運営会議 入学試験係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度大学進学説明会 入学試験係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度調査・報告書 入学試験係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 看護学実習要項平成29年度 教務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 教育要項平成29年度看護学科 教務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 クリニカル・クラークシップの手引平成29年度医学科 教務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 教務委員会平成29年度 教務 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 休学・復学・退学（学部）H29 教務 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 成績簿平成29年度入学医学科 教務 2018年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 成績簿平成29年度入学看護学科 教務 2018年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 学籍簿平成29年度入学医学科 教務 2018年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 学籍簿平成29年度入学看護学科 教務 2018年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 卒業原簿平成29年度医学科 教務 2018年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 卒業原簿平成29年度看護学科 教務 2018年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度　学生生活関係 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度　旅行命令簿 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 人事 平成29年度　勤務時間管理簿 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29月年度　授業料・奨学金関係 総務 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 会計 平成29年度　予算関係 総務 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 人事 平成29年度　非常勤職員関係 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 第１１２回（平成３０年）医師国家試験関係 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 第１０７回（平成３０年）看護師・第１０４回（平成３０年）保健師国家試験関係 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度　就職関係 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度　医学科・看護学科　進路報告書 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度　さくらサイエンスプラン 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度　入学手続関係 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度　調査・回答① 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度　調査・回答② 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度　看護学科学生カード 総務 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度　医学科学生カード 総務 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度　入学生住所届 総務 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度　規程等改正報告 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度　キャリア開発部門会議 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度　学生支援部門会議 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度　学生生活委員会 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度　身体に障害のある学生の支援委員会 総務 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度身分異動（休学・復学・退学・除籍） 大学院係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度九州がんプロ養成基盤推進プラン 大学院係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度大学院博士課程小委員会 大学院係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 管理 平成29年度大学院修士課程小委員会 大学院係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 学生カード　平成29年度大学院（博士課程） 大学院係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 学生カード　平成29年度大学院（修士課程） 大学院係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 教育要項平成29年度大学院修士課程 大学院係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 大学院学生便覧（平成29年度） 大学院係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 派遣特別研究学生関係 大学院係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 特別研究学生(受入れ)関係 大学院係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 留学生関係（国費外国人留学生、私費外国人留学生） 大学院係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度学位申請資格審査願等(博士論文) 大学院係 2018年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度学位論文審査願等(博士論文) 大学院係 2018年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度学位論文審査願等(修士論文) 大学院係 2018年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 平成29年度ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント関係 大学院係 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 学籍簿平成29年度大学院（修士課程） 大学院係 2018年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 学籍簿平成29年度大学院（博士課程） 大学院係 2018年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2017年度 教務 研究生原簿平成29年度入学 大学院係 2018年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成31年度　大学入試センター試験 入学試験係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成31年度　推薦入試(看護学科) 入学試験係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
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2018年度 教務 平成31年度AO入試 入学試験係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成31年度個別学力検査 入学試験係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成31年度看護学科社会人入試・看護学科３年次編入学 入学試験係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成31年度大学院修士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成31年度大学院博士課程小委員会・入試実施関係 入学試験係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成31年度医学部医学科第２年次編入学 入学試験係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度医学部入試委員会 入学試験係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成31年度一般入試選抜委員会 入学試験係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度入試部門会議 入学試験係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度入学企画支援センター運営会議 入学試験係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度大学進学説明会 入学試験係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度調査・報告書 入学試験係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 看護学実習要項平成30年度 教務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 教育要項平成30年度看護学科 教務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 クリニカル・クラークシップの手引平成30年度医学科 教務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 教務委員会平成30年度 教務 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 休学・復学・退学（学部）H30 教務 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 成績簿平成30年度入学医学科 教務 2019年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 成績簿平成30年度入学看護学科 教務 2019年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 学籍簿平成30年度入学医学科 教務 2019年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 学籍簿平成30年度入学看護学科 教務 2019年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 卒業原簿平成30年度医学科 教務 2019年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 卒業原簿平成30年度看護学科 教務 2019年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度　学生生活関係 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度　旅行命令簿 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 人事 平成30年度　勤務時間管理簿 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30月年度　授業料・奨学金関係 総務 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 会計 平成30年度　予算関係 総務 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 人事 平成30年度　非常勤職員関係 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 第１１３回（平成３１年）医師国家試験関係 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 第１０８回（平成３１年）看護師・第１０５回（平成３１年）保健師国家試験関係 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度　就職関係 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度　医学科・看護学科　進路報告書 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度　さくらサイエンスプラン 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度　入学手続関係 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度　調査・回答 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度　看護学科学生カード 総務 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度　医学科学生カード 総務 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度　入学生住所届 総務 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度　規程等改正報告 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度　キャリア開発部門会議 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度　学生支援部門会議 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度　学生生活委員会 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度　身体に障害のある学生の支援委員会 総務 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度身分異動（休学・復学・退学・除籍） 大学院担当 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度九州がんプロ養成基盤推進プラン 大学院担当 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度大学院博士課程小委員会 大学院担当 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度大学院修士課程小委員会 大学院担当 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度医学系研究科学生カード 大学院担当 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 教育要項平成30年度大学院修士課程 大学院担当 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 大学院学生便覧（平成30年度） 大学院担当 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 派遣特別研究学生関係 大学院担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 留学生関係（国費外国人留学生、私費外国人留学生） 大学院担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度学位申請資格審査願等(論文博士) 大学院担当 2018年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度学位論文審査願等(課程博士)甲 大学院担当 2019年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度学位授与申請書等(論文博士)乙 大学院担当 2019年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度学位論文審査願等(修士論文) 大学院担当 2019年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント関係 大学院担当 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度学位論文審査（課程博士） 大学院担当 2019年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度成績評価表（医学系研究科） 大学院担当 2019年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度大学院博士課程中間発表会 大学院担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度　博士課程　履修届・指導教員研究予定課題届 大学院担当 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度セミナー出席カード 大学院担当 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度　調査・報告 大学院担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 教務 平成30年度授業計画（シラバス） 大学院担当 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2018年度 管理 平成30年度看護学専攻部会 大学院担当 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
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2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　課外活動関係 総務 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　学生生活関係 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　医学部祭関係 総務 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　学割台帳 総務 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 令和元年度(2019年度)　旅行命令簿 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 人事 令和元年度(2019年度)　勤務時間管理簿 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　授業料・奨学金関係 総務 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 会計 令和元年度(2019年度)　予算関係 総務 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 人事 令和元年度(2019年度)　非常勤職員関係 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 第１１４回（平成３２年）医師国家試験関係 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄

2019年度 教務 第１０９回（平成３２年）看護師・第１０６回（平成３２年）保健師国家試験関係 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄

2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　就職関係 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　医学科・看護学科　進路報告書 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　さくらサイエンスプラン 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　入学手続関係 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 令和元年度(2019年度)　調査・回答 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　看護学科学生カード 総務 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　医学科学生カード 総務 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度(2019年度)　入学生住所届 総務 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 令和元年度(2019年度)　規程等改正報告 総務 2020年4月1日 5年 2050年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 令和元年度(2019年度)　キャリア開発部門会議 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 令和元年度(2019年度)　学生支援部門会議 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 令和元年度(2019年度)　学生生活委員会 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 令和元年度(2019年度)　身体に障害のある学生の支援委員会 総務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 令和元年度(2019年度)　各種証明書 総務 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 成績簿令和元年度入学医学科 教務 2020年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 成績簿令和元年度入学看護学科 教務 2020年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 学籍簿令和元年度入学医学科 教務 2020年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 学籍簿令和元年度入学看護学科 教務 2020年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 卒業原簿令和元年度医学科 教務 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 卒業原簿令和元年度看護学科 教務 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度教務委員会 教務 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度CBT専門部会・OSCE専門部会・基礎医学部会・臨床医学部会 教務 2020年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度休学・復学・退学（学部） 教務 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度単位認定 教務 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度看護学科３年次編入生単位認定 教務 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度学外実習依頼書（医学科） 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度学外実習依頼書（看護学科） 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度実習謝金 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度調査物・一般文書 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度臨床実習後OSCE 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度共用試験CBT 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度共用試験OSCE 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度医学科1年次生「早期体験実習」 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度非常勤講師 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度非常勤講師旅行命令簿 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度非常勤講師出勤簿 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度フィリピン研修（医6，医4） 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度臨床教授関係 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度医学科2年次生実習（火葬見送り・病院内見学実習・介護体験実習） 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年クリニカル・クラークシップStage1（新カリ）・評価表 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度クリニカル・クラークシップStage1（旧カリ） 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度クリニカル・クラークシップStage2評価表 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度医学科４年次生研究室配属 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度国試対策総合講義・卒業試験 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度謝金（OSCE関係） 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度特別講演 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度医学科専門基礎科目 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度医学科修了判定資料等 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度入学生「医学部臨床実習・臨地実習に関する誓約書」 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度看護学印刷物関係 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度医学科クリニカル・クラークシップの手引 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度証明書発行台帳 教務 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度日本医学教育評価機構関係 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度教育医長会議 教務 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄

258/328



国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2019年度 教務 平成31年度身分異動（休学・復学・退学・除籍） 大学院担当 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度九州がんプロ養成基盤推進プラン 大学院担当 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 平成31年度大学院博士課程小委員会 大学院担当 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 平成31年度大学院修士課程小委員会 大学院担当 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度医学系研究科学生カード 大学院担当 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 教育要項平成31年度大学院修士課程 大学院担当 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 大学院学生便覧（平成31年度） 大学院担当 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 派遣特別研究学生関係 大学院担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 留学生関係（国費外国人留学生、私費外国人留学生） 大学院担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度学位申請資格審査願等(論文博士) 大学院担当 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度学位論文審査願等(課程博士)甲 大学院担当 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度学位授与申請書等(論文博士)乙 大学院担当 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度学位論文審査願等(修士論文) 大学院担当 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント関係 大学院担当 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度学位論文審査（課程博士） 大学院担当 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度成績評価表（医学系研究科） 大学院担当 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度大学院博士課程中間発表会 大学院担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度　博士課程　履修届・指導教員研究予定課題届 大学院担当 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度セミナー出席カード 大学院担当 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 平成31年度　調査・報告 大学院担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 平成31年度授業計画（シラバス） 大学院担当 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 平成31年度看護学専攻部会 大学院担当 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 学位簿（課程博士）（論文博士）（修士論文）（令和元年度以降） 大学院担当 2020年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和2年度　大学入試センター試験 入学試験係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和2年度　推薦入試(看護学科) 入学試験係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和2年度AO入試 入学試験係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和2年度個別学力検査 入学試験係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和2年度看護学科社会人入試・看護学科３年次編入学 入学試験係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度大学院修士課程小委員会・令和2年度入試実施関係 入学試験係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和元年度大学院博士課程小委員会・令和2年度入試実施関係 入学試験係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 教務 令和2年度編入学試験 入学試験係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 令和元年度医学部入試委員会 入学試験係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 令和元年度大学進学説明会 入学試験係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 令和元年度照会・調査・報告関係諸通知・事前相談等 入学試験係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2019年度 管理 医学部医学科入学試験における奨学金制度の説明会資料 入学試験係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度(2020年度)　課外活動関係 総務 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度(2020年度)　学生生活関係 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度(2020年度)　医学部祭関係 総務 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和2年度(2020年度)　旅行命令簿 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 人事 令和2年度(2020年度)　勤務時間管理簿 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度(2020年度)　授業料・奨学金関係 総務 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 会計 令和2年度(2020年度)　予算関係 総務 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 人事 令和2年度(2020年度)　非常勤職員関係 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 第１１５回（令和３年）医師国家試験関係 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 第１１０回(令和３年）看護師・第１０７回（令和３年）保健師国家試験関係 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和２年度(2020年度)　就職関係 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和２年度(2020年度)　医学科・看護学科　進路報告書 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和２年度(2020年度)　さくらサイエンスプラン 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和２年度(2020年度)　入学手続関係 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和２年度(2020年度)　調査・回答 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和２年度(2020年度)　看護学科学生カード 総務 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和２年度(2020年度)　医学科学生カード 総務 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和２年度(2020年度)　入学生住所届 総務 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和２年度(2020年度)　規程等改正報告 総務 2021年4月1日 5年 2051年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和２年度(2020年度)　キャリア開発部門会議 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和２年度(2020年度)　学生支援部門会議 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和２年度(2020年度)　学生生活委員会 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和２年度(2020年度)　身体に障害のある学生の支援委員会 総務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 成績 成績簿令和2年度入学医学科 教務 2021年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 成績 成績簿令和2年度入学看護学科 教務 2021年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 学籍簿令和2年度入学医学科 教務 2021年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 学籍簿令和2年度入学看護学科 教務 2021年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 卒業原簿令和2年度医学科 教務 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 卒業原簿令和2年度看護学科 教務 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理一般 教務 成績 令和2年度成績報告書 教務 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度教務委員会 教務 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
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2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度CBT専門部会・OSCE専門部会・基礎医学部会・臨床医学部会 教務 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和2年度休学・復学・退学（学部） 教務 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 成績 令和2年度単位認定 教務 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 成績 令和2年度看護学科３年次編入生単位認定 教務 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度学外実習依頼書（医学科） 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度学外実習依頼書（看護学科） 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度学外実習謝金（医学科） 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度学外実習謝金（看護学科） 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度調査物・一般文書 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度臨床実習後OSCE 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度共用試験CBT 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度共用試験OSCE 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度医学科1年次生「早期体験実習」 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度非常勤講師 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度非常勤講師旅行命令簿 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度非常勤講師出勤簿 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度フィリピン研修 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 令和2年度臨床教授等称号付与 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 地域医療実習協力病院等における臨床実習に関する協定書 教務 2021年4月1日 協定期間終了後5年 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度医学科2年次生実習（火葬見送り・病院内見学実習・介護体験実習） 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 クリニカル・クラークシップStage1・評価表 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度クリニカル・クラークシップStage2・評価表 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度医学科４年次生研究室配属 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度国試対策総合講義・卒業試験 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度謝金（OSCE関係） 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度特別講演 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度医学科専門基礎科目 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 成績 令和2年度医学科修了判定資料等 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度入学生「医学部臨床実習・臨地実習に関する誓約書」 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度看護学印刷物関係 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度医学科クリニカル・クラークシップの手引 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和2年度証明書発行台帳 教務 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度教育医長会議 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理一般 教務 総括 新型コロナウイルス感染症対策（教務関係）① 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理一般 教務 総括 新型コロナウイルス感染症対策（教務関係）② 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度地域医療実習　医学科3年次・5年次 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度学外実習　医学科　・承諾書・口座振込等依頼書 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度学外実習　看護学科　・承諾書・口座振込等依頼書 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度学外実習謝金　医学科　・単価協議・委嘱伺・実施報告書・支払通知（医・看） 教務 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度欠席届 教務 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 資格・試験 令和2年度追試験願 教務 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 手続・届出 令和2年度施設一時使用許可願 教務 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度身分異動（休学・復学・退学・除籍） 大学院担当 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度九州がんプロ養成基盤推進プラン 大学院担当 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和2年度大学院博士課程小委員会 大学院担当 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和2年度大学院修士課程小委員会 大学院担当 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度医学系研究科学生カード 大学院担当 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 教育要項令和2年度大学院修士課程 大学院担当 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 大学院学生便覧（令和2年度） 大学院担当 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 派遣特別研究学生関係 大学院担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 留学生関係（国費外国人留学生、私費外国人留学生） 大学院担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度学位申請資格審査願等(論文博士) 大学院担当 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度学位論文審査願等(課程博士)甲 大学院担当 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度学位授与申請書等(論文博士)乙 大学院担当 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度学位論文審査願等(修士論文) 大学院担当 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント関係 大学院担当 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度学位論文審査（課程博士） 大学院担当 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度成績評価表（医学系研究科） 大学院担当 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度大学院博士課程中間発表会 大学院担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度　博士課程　履修届・指導教員研究予定課題届 大学院担当 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度セミナー出席カード 大学院担当 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和2年度　調査・報告 大学院担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和2年度授業計画（シラバス） 大学院担当 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和2年度看護学専攻部会 大学院担当 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 学位簿（課程博士）（論文博士）（修士論文）（令和元年度以降） 大学院担当 2021年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和３年度　大学入学共通テスト 入学試験係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
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2020年度 教務 令和３年度　学校推薦型選抜(看護学科) 入学試験係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和３年度　総合型選抜（医学科） 入学試験係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和３年度　個別学力検査 入学試験係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和３年度　社会人入試・３年次編入学（看護学科） 入学試験係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和２年度　修士課程小委員会・令和３年度入試実施関係 入学試験係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和２年度　博士課程小委員会・令和３年度入試実施関係 入学試験係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 教務 令和３年度　第２年次編入学（医学科） 入学試験係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和２年度　医学部入試委員会 入学試験係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和２年度　大学案内　大学説明会　他 入学試験係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2020年度 管理 令和２年度　照会・調査・報告関係諸通知・事前相談等 入学試験係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 成績 成績簿令和3年度入学医学科 教務 2022年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 成績 成績簿令和3年度入学看護学科 教務 2022年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 学籍簿令和3年度入学医学科 教務 2022年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 学籍簿令和3年度入学看護学科 教務 2022年4月1日 無期限 電子 システム 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 卒業原簿令和3年度医学科 教務 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 卒業原簿令和3年度看護学科 教務 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理一般 教務 成績 令和3年度成績報告書 教務 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度教務委員会 教務 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度休学・復学・退学（学部） 教務 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 成績 令和3年度単位認定 教務 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 成績 令和3年度看護学科３年次編入生単位認定 教務 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度学外実習依頼書（医学科） 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度学外実習依頼書（看護学科） 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度学外実習謝金（医学科） 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度学外実習謝金（看護学科） 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度調査物・一般文書 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度臨床実習後OSCE 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度共用試験CBT 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度共用試験OSCE 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度医学科1年次生「早期体験実習」 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度非常勤講師 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度非常勤講師旅行命令簿 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度非常勤講師出勤簿 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 人事 任免 総括 令和3年度臨床教授等称号付与 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 地域医療実習協力病院等における臨床実習に関する協定書 教務 2022年4月1日 協定期間終了後5年 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度医学科2年次生実習（火葬見送り・病院内見学実習・介護体験実習） 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度クリニカル・クラークシップStage1・評価表 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度クリニカル・クラークシップStage2・評価表 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度医学科４年次生研究室配属 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度国試対策総合講義・卒業試験 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度謝金（OSCE関係） 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度特別講演 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度医学科専門基礎科目 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 成績 令和3年度医学科修了判定資料等 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度入学生「医学部臨床実習・臨地実習に関する誓約書」 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度看護学印刷物関係 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度医学科クリニカル・クラークシップの手引 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度証明書発行台帳 教務 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度教育医長会議 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理一般 教務 総括 新型コロナウイルス感染症対策（教務関係）① 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理一般 教務 総括 新型コロナウイルス感染症対策（教務関係）② 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度地域医療実習　医学科3年次・5年次 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度学外実習　医学科　・承諾書・口座振込等依頼書 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度学外実習　看護学科　・承諾書・口座振込等依頼書 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度学外実習謝金　医学科　・単価協議・委嘱伺・実施報告書・支払通知（医・看） 教務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度欠席届 教務 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 資格・試験 令和3年度追試験願 教務 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 手続・届出 令和3年度施設一時使用許可願 教務 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度(2021年度)　課外活動関係 総務 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度(2021年度)　学生生活関係 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度(2021年度)　医学部祭関係 総務 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度(2021年度)　旅行命令簿 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 人事 令和3年度(2021年度)　勤務時間管理簿 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度(2021年度)　授業料・奨学金関係 総務 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 会計 令和3年度(2021年度)　予算関係 総務 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 人事 令和3年度(2021年度)　非常勤職員関係 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
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2021年度 教務 第１１６回（令和4年）医師国家試験関係 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 第１１１回(令和4年）看護師・第１０８回（令和4年）保健師国家試験関係 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度(2021年度)　就職関係 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度(2021年度)　医学科・看護学科　進路報告書 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度(2021年度)　さくらサイエンスプラン 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度(2021年度)　入学手続関係 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度(2021年度)　調査・回答 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度(2021年度)　看護学科学生カード 総務 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度(2021年度)　医学科学生カード 総務 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度(2021年度)　入学生住所届 総務 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度(2021年度)　規程等改正報告 総務 2022年4月1日 5年 2052年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度(2021年度)　キャリア開発部門会議 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度(2021年度)　学生支援部門会議 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度(2021年度)　学生生活委員会 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度(2021年度)　身体に障害のある学生の支援委員会 総務 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度(2021年度)　雑件 総務 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和４年度　大学入学共通テスト 入学試験係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和４年度　学校推薦型選抜(看護学科) 入学試験係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和４年度　総合型選抜（医学科） 入学試験係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和４年度　個別学力検査 入学試験係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和４年度　社会人選抜・３年次編入学（看護学科） 入学試験係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和３年度　修士課程小委員会・令和４年度入試実施関係 入学試験係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和３年度　博士課程小委員会・令和４年度入試実施関係 入学試験係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和４年度　２年次編入学（医学科） 入学試験係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和３年度　医学部入試委員会 入学試験係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和３年度　大学案内　大学説明会　他 入学試験係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和３年度　照会・調査・報告関係諸通知・事前相談等 入学試験係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度身分異動（休学・復学・退学・除籍） 大学院担当 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度九州がんプロ養成基盤推進プラン 大学院担当 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度大学院博士課程小委員会 大学院担当 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度大学院修士課程小委員会 大学院担当 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度医学系研究科学生カード 大学院担当 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 教育要項令和3年度大学院修士課程 大学院担当 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 大学院学生便覧（令和3年度） 大学院担当 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 派遣特別研究学生関係 大学院担当 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 留学生関係（国費外国人留学生、私費外国人留学生） 大学院担当 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度学位申請資格審査願等(論文博士) 大学院担当 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度学位論文審査願等(課程博士)甲 大学院担当 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度学位授与申請書等(論文博士)乙 大学院担当 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度学位論文審査願等(修士論文) 大学院担当 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント関係 大学院担当 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度学位論文審査（課程博士） 大学院担当 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度成績評価表（医学系研究科） 大学院担当 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度大学院博士課程中間発表会 大学院担当 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度　博士課程　履修届・指導教員研究予定課題届 大学院担当 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度セミナー出席カード 大学院担当 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度　調査・報告 大学院担当 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度授業計画（シラバス） 大学院担当 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 管理 令和3年度看護学専攻部会 大学院担当 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 学位簿（課程博士）（論文博士）（修士論文）（令和元年度以降） 大学院担当 2022年4月1日 無期限 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄
2021年度 教務 令和3年度研究指導計画書 大学院担当 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務課 学務課長 廃棄

1991年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成3年12月9日付け示談書 医事課専門員 1992年4月1日 40年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：10年

1991年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成3年12月9日付け示談書 医事課専門員 1992年4月1日 40年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022/3/31
延長期間：10年

1991年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成3年～4年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1992年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成5年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1992年度 （旧）医事課 病院 医療法・厚生省に基づく各種報告書 平成4年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1993年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成6年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1993年度 （旧）医事課 病院 医療法・厚生省に基づく各種報告書 平成6年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1994年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 その他診療契約（平成4～6年度） 医事係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1994年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成7年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1995年度 （旧）薬剤部 研究協力 受託研究申込書 平成7年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室・会計 1996年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
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1995年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成8年1月21日付け示談書 医事課専門員 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1995年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成8年1月21日付け示談書 医事課専門員 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1995年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成8年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1995年度 （旧）医事課 病院 医療法・厚生省に基づく各種報告書 平成6～7年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1996年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 その他診療契約（平成7～8年度） 医事係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1996年度 （旧）医事課 病院 高度先進医療承認申請書類 高度先進医療承認申請関係H8 医事係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1996年度 （旧）薬剤部 研究協力 受託研究申込書 平成8年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室・会計 1997年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
1996年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成8年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1997年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 骨髄移植委託契約書（平成7～9年度） 医事係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1997年度 （旧）薬剤部 研究協力 受託研究申込書 平成9年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室・会計 1998年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
1997年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成9年12月24日付け示談書 医事課専門員 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1997年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成9年12月24日付け示談書 医事課専門員 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1997年度 （旧）医事課 病院 高度先進医療承認申請関係H9 診療報酬指導管理室 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1997年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成9年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1997年度 （旧）医事課 病院 医療法・厚生省に基づく各種報告書 平成8～9年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1998年度 （旧）薬剤部 研究協力 受託研究申込書 平成10年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室 1999年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
1998年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成8年(ワ)第281号事件和解調書(平成11年2月3日終結) 医事課専門員 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1998年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 昭和63年(ワ)第68号事件判決書(平成11年3月25日終結) 医事課専門員 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1998年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成7年(ネ)第973号控訴事件判決書(原審・昭和63年(ワ)第68号) 医事課専門員 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1998年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成8年(ワ)第281号事件和解調書(平成11年2月3日終結) 医事課専門員 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1998年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 昭和63年(ワ)第68号事件判決書(平成11年3月25日終結) 医事課専門員 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1998年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成7年(ネ)第973号控訴事件判決書(原審・昭和63年(ワ)第68号) 医事課専門員 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1998年度 （旧）医事課 病院 高度先進医療承認申請関係H10 診療報酬指導管理室 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1998年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成10年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1998年度 （旧）医事課 病院 医療法・厚生省に基づく各種報告書 平成10年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1999年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 骨髄移植委託契約書（平成10～11年度） 専門職員 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1999年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 その他診療契約（平成9～11年度） 専門職員 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1999年度 （旧）薬剤部 研究協力 受託研究申込書 平成11年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室 2000年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
1999年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成11年9月28日付け示談書 医事課専門員 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1999年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成7年(ワ)第809号事件和解調書(平成12年2月25日終結) 医事課専門員 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1999年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成11年9月28日付け示談書 医事課専門員 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1999年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成7年(ワ)第809号事件和解調書(平成12年2月25日終結) 医事課専門員 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1999年度 （旧）医事課 病院 高度先進医療承認申請関係H11 診療報酬指導管理室 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1999年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成11年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1999年度 （旧）医事課 病院 医療法・厚生省に基づく各種報告書 平成11年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2000年度 （旧）医事課 管理 委員会記録（重要文書） 平成12年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医事課専門員 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2000年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 骨髄移植委託契約書（平成12年度） 診療報酬指導管理室 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2000年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 その他診療契約（平成12年度） 診療報酬指導管理室 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2000年度 （旧）薬剤部 研究協力 受託研究申込書 平成12年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室 2001年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2000年度 （旧）医事課 病院 高度先進医療承認申請関係H12 診療報酬指導管理室 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2000年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成12年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2000年度 （旧）医事課 病院 医療法・厚生省に基づく各種報告書 平成12年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 研究協力 受託研究申込書 平成13年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室 2002年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 管理 委員会記録（重要文書） 平成13年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医事課専門員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 その他診療契約（平成13年度） 診療報酬指導管理室 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 骨髄移植委託契約書（平成13年度） 診療報酬指導管理室 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 その他診療契約（平成13年度） 診療報酬指導管理室 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 骨髄移植委託契約書（平成13年度） 診療報酬指導管理室 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成5年(ワ)第246号事件判決書(平成13年7月12日終結) 医事課専門員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成7年(ネ)第620号控訴事件判決書(原審・平成5年(ワ)第246号) 医事課専門員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 最高裁判所・決定の告知(平成7年(ネ)第620号) 医事課専門員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成13年10月付け示談書 医事課専門員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成5年(ワ)第246号事件判決書(平成13年7月12日終結) 医事課専門員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成7年(ネ)第620号控訴事件判決書(原審・平成5年(ワ)第246号) 医事課専門員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 最高裁判所・決定の告知(平成7年(ネ)第620号) 医事課専門員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成13年10月付け示談書 医事課専門員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 病院 高度先進医療承認申請関係H13 診療報酬指導管理室 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 病院 医療法・厚生省に基づく各種報告書 平成13年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2001年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成13年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 研究協力 受託研究申込書 平成14年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室 2003年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 管理 委員会記録（重要文書） 平成14年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医事課専門員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 その他診療契約（平成14年度） 診療報酬指導管理室 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 骨髄移植委託契約書（平成14年度） 診療報酬指導管理室 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成12年(ワ)第312号事件判決書(平成14年9月27日終結) 医事課専門員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成13年(ネ)第951号控訴事件判決書(原審・平成5年(ワ)第312号) 医事課専門員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成7年(ワ)第334号事件判決書(平成15年3月13日終結) 医事課専門員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成12年(ネ)第766号控訴事件判決書(原審・平成7年(ワ)第334号) 医事課専門員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 最高裁判所・決定の告知(平成12年(ネ)第766号) 医事課専門員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成12年(ワ)第312号事件判決書(平成14年9月27日終結) 医事課専門員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄

263/328



国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2002年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成13年(ネ)第951号控訴事件判決書(原審・平成5年(ワ)第312号) 医事課専門員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成7年(ワ)第334号事件判決書(平成15年3月13日終結) 医事課専門員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成12年(ネ)第766号控訴事件判決書(原審・平成7年(ワ)第334号) 医事課専門員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 最高裁判所・決定の告知(平成12年(ネ)第766号) 医事課専門員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 病院 高度先進医療承認申請関係Ｈ14 診療報酬指導管理室 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 病院 医療法・厚生省に基づく各種報告書 平成14年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2002年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成14年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2003年度 （旧）医事課 管理 委員会記録（重要文書） 平成15年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医事課専門員 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2003年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 その他診療契約（平成15年度） 診療報酬指導管理室 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2003年度 （旧）医事課 病院 診療契約関係 骨髄移植委託契約書（平成15年度） 診療報酬指導管理室 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2003年度 （旧）医事課 研究協力 受託研究申込書 平成15年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室 2004年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2003年度 （旧）医事課 病院 高度先進医療承認申請関係Ｈ15 診療報酬指導管理室 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2003年度 （旧）医事課 病院 医療法・厚生省に基づく各種報告書 平成15年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2003年度 （旧）医事課 病院 厚生省基準等に関する申請書類 平成15年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2004年度 管理 平成16年8月18日付け示談書 医療安全係長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2004年度 管理 平成16年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医事課専門員 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2004年度 病院 その他診療契約（平成16年度） 診療報酬指導管理室 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2004年度 病院 骨髄移植委託契約書（平成16年度） 診療報酬指導管理室 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2004年度 研究協力 平成16年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室 2005年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2004年度 病院 高度先進医療承認申請関係Ｈ16 診療報酬指導管理室 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2004年度 病院 平成16年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2004年度 病院 平成16年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 （旧）医事課 管理 訴訟関係 平成14年(ワ)第199号事件訴状、答弁書、経過報告書 医事課専門員 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 管理 平成14年(ワ)第199号事件判決書(平成17年12月8日終結) 医療安全係長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 管理 平成17年4月5日付け示談書 医療安全係長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 管理 平成17年11月17日付け示談書 医療安全係長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 管理 平成18年2月10日付け示談書 医療安全係長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 管理 平成18年3月17日付け示談書 医療安全係長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 管理 平成17年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 病院 その他診療契約（平成17年度） 診療報酬指導管理室 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 病院 骨髄移植委託契約書（平成17年度） 診療報酬指導管理室 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 研究協力 平成17年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室 2006年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 病院 高度先進医療承認申請関係Ｈ17 診療報酬指導管理室 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 病院 平成17年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2005年度 病院 平成17年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2006年度 管理 平成18年5月2日付け示談書 医療安全係長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2006年度 管理 平成18年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2006年度 病院 その他診療契約（平成18年度） 診療報酬指導管理室 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2006年度 病院 骨髄移植委託契約書（平成18年度） 診療報酬指導管理室 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2006年度 研究協力 平成18年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室 2007年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2006年度 病院 骨髄移植委託契約書（平成19年度） 診療報酬指導管理室 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2006年度 病院 高度先進医療承認申請関係Ｈ18 診療報酬指導管理室 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2006年度 病院 平成18年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2006年度 病院 平成18年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2007年度 研究協力 平成19年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 治験管理室 2008年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2007年度 管理 平成19年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2007年度 管理 平成19年4月5日付け示談書 医療安全係長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2007年度 管理 平成19年6月15日付け示談書 医療安全係長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2007年度 管理 平成18年(ワ)第147号事件和解調書(平成19年7月4日終結) 医療安全係長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2007年度 管理 平成17年(ワ)第302号事件和解調書(平成19年7月13日終結) 医療安全係長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2007年度 管理 平成19年12月12日付け示談書 医療安全係長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2007年度 病院 先進医療承認申請関係Ｈ19 診療報酬指導管理室 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2007年度 病院 平成19年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2007年度 病院 平成19年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2008年度 管理 平成20年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2008年度 病院 先進医療承認申請関係Ｈ20 医事課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2008年度 病院 骨髄移植委託契約書（平成20年度） 診療報酬指導管理係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2008年度 研究協力 平成20年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 医事係 2009年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2008年度 管理 平成18年(ワ)第497号事件和解調書(平成21年2月10日終結) 医療安全係長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2008年度 病院 平成20年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2008年度 病院 平成20年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2009年度 管理 平成21年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2009年度 病院 先進医療承認申請関係（平成21年度） 副課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2009年度 研究協力 平成21年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 医事係 2010年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2009年度 管理 平成19年(ワ)第156号事件和解調書(平成22年3月9日終結) 医療安全係長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2009年度 管理 平成19年(ワ)第156号事件書証等 医療安全係長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2009年度 管理 平成21年7月22日付け示談書 医療安全係長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2009年度 病院 平成21年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2009年度 病院 平成21年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2009年度 病院 骨髄移植委託契約書（平成21年度） 診療報酬指導管理係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2010年度 平成22年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 医事係 2011年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2010年度 平成22年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2010年度 平成22年5月7日付け示談書 医療安全係長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2010年度 平成22年7月26日付け示談書 医療安全係長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2010年度 平成22年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2010年度 平成22年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2010年度 骨髄移植委託契約書（平成22年度） 診療報酬指導管理係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2011年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成22～２３年度インシデント報告書（損保会社分） 副課長（医療安全等担当） 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2011年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成23年度捜査関係事項照会書・送付嘱託 副課長（医療安全等担当） 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2011年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成23年度治験の開始・終了・中止・期間変更通知書 医事係 2012年4月1日 GCP省令による 紙 医事課 医事課 医事課長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 部局等会議 平成23年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2011年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成23年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2011年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成23年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2011年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ23① 診療報酬総括係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2011年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ23② 診療報酬総括係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2012年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成24年度インシデント報告書（損保会社分） 副課長（医療安全等担当） 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2012年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成24年度患者に関する照会（捜査関係事項照会書） 副課長（医療安全等担当） 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2012年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成24年度患者に関する照会（送付嘱託）１/２ 副課長（医療安全等担当） 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2012年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成24年度患者に関する照会（送付嘱託）２/２ 副課長（医療安全等担当） 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2012年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成24年度示談書（NO,２２，NO,２３，NO２４） 副課長（医療安全等担当） 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議（重要文書） 平成24年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2012年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成24年度　施設基準等の実施状況報告書 施設基準管理係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2012年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成24年度　施設基準等の届出書 施設基準管理係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2012年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ24① 診療報酬総括係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2012年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ24② 診療報酬総括係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成25年度インシデント報告書（損保会社分） 副課長（医療安全等担当） 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成25年度患者に関する照会（捜査関係事項照会書） 副課長（医療安全等担当） 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成25年度患者に関する照会（送付嘱託）１/２ 副課長（医療安全等担当） 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成25年度患者に関する照会（送付嘱託）２/２ 副課長（医療安全等担当） 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成25年度示談書（NO,２５，NO,２６） 副課長（医療安全等担当） 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 管理一般 訴訟 訴訟 事件番号平成25年（ワ）第６６５号関係書類 副課長（医療安全等担当） 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 管理一般 訴訟 訴訟 事件番号平成25年（ワ）第２８５８号関係書類 副課長（医療安全等担当） 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成25年度　施設基準等届出関係 １ 施設基準管理係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成25年度　施設基準等届出関係 ２ 施設基準管理係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成25年度　施設基準等届出関係 ３ 施設基準管理係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成25年度　施設基準等届出関係 ４ 施設基準管理係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議（重要文書） 平成25年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議（重要文書） 平成26年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2014年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成26年度インシデント報告書（損保会社分） 副課長（医療安全等担当） 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2014年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成26年度患者に関する照会（捜査関係事項照会書） 副課長（医療安全等担当） 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2014年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成26年度患者に関する照会（送付嘱託）１/２ 副課長（医療安全等担当） 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2014年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成26年度患者に関する照会（送付嘱託）２/２ 副課長（医療安全等担当） 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2014年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成26年度　施設基準等届出関係 １ 施設基準管理係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2014年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成26年度　施設基準等届出関係 ２ 施設基準管理係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2014年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成26年度　施設基準等届出関係 ３ 施設基準管理係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2014年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ26① 診療情報管理支援室 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2014年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ26② 診療情報管理支援室 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議（重要文書） 平成27年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　４月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　５月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　６月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　７月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　８月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　９月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　１０月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　１１月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　１２月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　１月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　２月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度即支出決定決議書　３月分 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度契約伺綴（鮮魚・冷凍魚） 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度契約伺綴（野菜・果物） 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度契約伺綴（鶏卵・こんにゃく類・麺類・味噌類・牛乳・プリン類） 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 契約 契約 平成27年度契約伺綴（パン・練り物類・固形ヨーグルト・精肉・精白米） 栄養管理室 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成27年度インシデント報告書（損保会社分） 副課長（医療安全等担当） 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成27年度国立大学附属病院損害賠償責任保険 副課長（医療安全等担当） 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成27年度患者に関する照会（捜査関係事項照会書）1 副課長（医療安全等担当） 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成27年度患者に関する照会（捜査関係事項照会書）2 副課長（医療安全等担当） 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成27年度患者に関する照会（送付嘱託）1 副課長（医療安全等担当） 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2015年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成27年度患者に関する照会（送付嘱託）2 副課長（医療安全等担当） 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成27年度　施設基準等届出関係 １ 施設基準管理係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成27年度　施設基準等届出関係 ２ 施設基準管理係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成27年度　施設基準等届出関係 ３ 施設基準管理係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 管理一般 訴訟 訴訟 事件番号平成21年（ワ）第１２６６号関係書類 副課長（医療安全等担当） 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 総括 帳簿 平成27年度金銭出納帳 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 総括 帳簿 平成27年度現金領収証書受払簿 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書4月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書4月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書5月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書5月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書6月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書6月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書7月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書7月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書8月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書8月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書9月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書9月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書10月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書10月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書11月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書11月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書12月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書12月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書1月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書1月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書2月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書2月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書3月分① 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度調査決定決議書3月分② 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類4月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類5月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類6月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類7月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類8月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類9月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類10月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類11月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類12月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類1月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類2月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度財務会計関係書類3月分 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度過誤納関係書類（振込） 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度過誤納関係書類（小口） 収納係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ27① 診療情報管理支援室 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ27② 診療情報管理支援室 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　４月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　５月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　６月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　７月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　８月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　９月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　１０月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　１１月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　１２月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　１月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　２月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度即支出決定決議書　３月分 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺綴（鮮魚・冷凍魚） 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺綴（野菜・果物） 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺綴（鶏卵・こんにゃく類・麺類・味噌類・牛乳・プリン類） 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 契約 契約 平成28年度契約伺綴（パン・練り物類・固形ヨーグルト・精肉・精白米） 栄養管理室 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 管理一般 訴訟 訴訟 事件番号平成25年（ワ）第６６５号関係書類 副課長（医療安全等担当） 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 管理一般 訴訟 訴訟 事件番号平成25年（ワ）第２８５８号関係書類 副課長（医療安全等担当） 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成28年度インシデント報告書（損保会社分） 副課長（医療安全等担当） 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成28年度国立大学附属病院損害賠償責任保険 副課長（医療安全等担当） 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成28年度患者に関する照会（捜査関係事項照会書） 副課長（医療安全等担当） 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成28年度患者に関する照会（送付嘱託） 副課長（医療安全等担当） 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2016年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成28年度　施設基準等届出関係 １ 施設基準管理係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成28年度　施設基準等届出関係 ２ 施設基準管理係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成28年度　施設基準等届出関係 ３ 施設基準管理係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成28年度　施設基準等届出関係 ４ 施設基準管理係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成28年度　施設基準等届出関係 ５ 施設基準管理係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成28年度　施設基準等届出関係 ６ 施設基準管理係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議（重要文書） 平成28年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28年度金銭出納帳 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28年度金銭出納帳（時間外） 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28年度現金領収証書受払簿 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書4月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書4月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書5月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書5月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書6月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書6月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書7月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書7月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書8月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書8月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書9月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書9月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書10月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書10月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書11月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書11月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書12月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書12月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書1月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書1月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書2月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書2月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書3月分① 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度調査決定決議書3月分② 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類4月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類5月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類6月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類7月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類8月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類9月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類10月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類11月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類12月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類1月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類2月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度財務会計関係書類3月分 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度過誤納関係書類（振込） 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度過誤納関係書類（小口） 収納係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ28① 診療情報管理支援室 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2016年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ28② 診療情報管理支援室 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度　高度救命救急センター運営会議 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度　腫瘍センター運営会議 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度　化学療法運営委員会 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成29年度　病院報告（患者票）　【文部科学省】 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成29年度　病院報告（患者票）【中部保健所由布保健支部】 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成29年度　厚生労働大臣が定める定期報告 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成29年度　施設基準等届出関係 １ 医事企画係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成29年度　施設基準等届出関係 ２ 医事企画係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成29年度　施設基準等届出関係 ３ 医事企画係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成29年度　施設基準等届出関係 ４ 医事企画係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度　認定再生医療等委員会 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度　移植・再生医療支援室運営委員会 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度　内視鏡診療部運営会議 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度周産母子センター運営会議 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度休暇簿 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度時間外勤務命令簿・勤務時間報告書① 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度時間外勤務命令簿・勤務時間報告書② 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成29年度医療保護入院・措置入院等 医事企画係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 栄養管理 平成29年度栄養管理委員会記録 栄養管理室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 栄養管理 平成29年度予定実施献立表 栄養管理室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 栄養管理 平成29年度病院給食栄養月報 栄養管理室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度金銭出納帳 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度金銭出納帳（時間外） 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度現金領収証書受払簿 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書4月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書4月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書5月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書5月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書6月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書6月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書7月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書7月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書8月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書8月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書9月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書9月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書10月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書10月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書11月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書11月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書12月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書12月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書1月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書1月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書2月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書2月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書3月分① 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度調査決定決議書3月分② 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類4月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類5月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類6月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類7月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類8月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類9月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類10月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類11月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類12月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類1月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類2月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度財務会計関係書類3月分 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度過誤納関係書類（振込） 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度過誤納関係書類（小口） 収納係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 病院収入 平成29年度徴収済額報告書（4～9月分） 収納係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 病院収入 平成29年度徴収済額報告書（10～3月分） 収納係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 病院収入 平成29年度債権管理簿（入院・外来） 収納係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成29年度インシデント報告書（損保会社分） 副課長（医療安全等担当） 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成29年度国立大学附属病院損害賠償責任保険 副課長（医療安全等担当） 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成29年度患者に関する照会（捜査関係事項照会書） 副課長（医療安全等担当） 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 訴訟 訴訟 平成29年度患者に関する照会（送付嘱託） 副課長（医療安全等担当） 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度医療情報部運営会議議事録 医療情報部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度医療情報部調整会議議事録 医療情報部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 情報 システム システム運用・管理 平成29年度システム連絡票 医療情報部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 情報 システム システム運用・管理 平成29年度システム利用申請書 医療情報部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 管理室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議（重要文書） 平成29年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度感染予防対策委員会・感染制御部運営会議記録 医療安全係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度医療安全管理部運営会議記録 医療安全係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 学外会議 平成29年度感染防止対策地域連携カンファレンス記録 医療安全係長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度総合患者支援センター運営会議 患者サービス係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 地域連携 地域医療 平成29年度総合患者支援センター No.1 患者サービス係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 地域連携 地域医療 平成29年度総合患者支援センター No.2 患者サービス係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度サービス・国際化推進委員会 患者サービス係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度診療記録委員会 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度院内がん登録委員会 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度クリニカルパス小委員会 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度診断群分類の適切なコーディングに関する委員会 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 保険診療適正化検討会Ｈ29① 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2017年度 管理一般 会議 部局等会議 保険診療適正化検討会Ｈ29② 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 保険診療適正化検討会Ｈ29③ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ29① 診療情報管理支援室 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ29② 診療情報管理支援室 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 返戻依頼Ｈ29 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請外来Ｈ29①（一部H28含む） 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請入院Ｈ29① 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請入院Ｈ29②（一部H28含む） 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ29① 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ29② 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ29③ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ29④ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知Ｈ29① 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知Ｈ29② 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 病歴管理 平成29年度診療録閲覧許可申請 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 地域連携 地域医療 平成29年度大分がん診療連携協議会クリティカルパス専門部会 診療支援係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 地域連携 地域医療 平成29年度大分がん診療連携協議会情報提供・相談支援専門部会 診療支援係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度手術部運営会議 診療支援係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度集中治療部運営会議 診療支援係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度輸血療法委員会 診療支援係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度行動制限最小化委員会 診療支援係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度化学療法運営委員会 診療支援係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 病院収入 平成29年度妊婦・乳幼児健康診査① 診療報酬統括係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 病院収入 平成29年度妊婦・乳幼児健康診査② 診療報酬統括係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 病院収入 平成29年度妊婦・乳幼児健康診査③ 診療報酬統括係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成29年度労災レセプト① 診療報酬統括係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成29年度労災レセプト② 診療報酬統括係 2018年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療契約 平成29年度個室使用承認申請書 診療報酬統括係 2018年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療契約 平成29年度個室入室同意書 診療報酬統括係 2018年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療契約 平成29年度入院受付票 診療報酬統括係 2018年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療契約 平成29年度入院誓約書 診療報酬統括係 2018年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療契約 平成29年度診療費減免患者申請 診療報酬統括係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度クオリティマネジメント室運営会議 医療評価係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度高難度新規医療技術管理部門会議 医療評価係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度高難度新規医療技術評価委員会 医療評価係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度未承認新規医薬品等管理部門会議 医療評価係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会 医療評価係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度医療安全監査委員会 医療評価係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度医療情報部運営会議議事録 医療情報部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度医療情報部調整会議議事録 医療情報部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 情報 システム システム運用・管理 平成30年度システム連絡票 医療情報部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 情報 システム システム運用・管理 平成30年度システム利用申請書 医療情報部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 管理室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 栄養管理 平成30年度栄養管理委員会記録 栄養管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 栄養管理 平成30年度予定実施献立表 栄養管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 栄養管理 平成30年度病院給食栄養月報 栄養管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度総合患者支援センター運営会議 患者サービス係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 地域連携 地域医療 平成30年度総合患者支援センター 患者サービス係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度サービス・国際化推進委員会 患者サービス係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度広報誌発行委員会 患者サービス係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度児童虐待対応委員会 患者サービス係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度虐待対応委員会 患者サービス係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度金銭出納帳 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度金銭出納帳（時間外） 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度現金領収証書受払簿 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書4月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書4月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書5月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書5月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書6月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書6月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書7月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書7月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書8月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書8月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書9月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書9月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書10月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書10月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書11月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書11月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書12月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書12月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書1月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書1月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書2月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書2月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書3月分① 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度調査決定決議書3月分② 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類4月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類5月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類6月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類7月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類8月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類9月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類10月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類11月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類12月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類1月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類2月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度財務会計関係書類3月分 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度過誤納関係書類（振込） 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度過誤納関係書類（小口） 収納係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 病院収入 平成30年度徴収済額報告書（4～9月分） 収納係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 病院収入 平成30年度徴収済額報告書（10～3月分） 収納係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 病院収入 平成30年度債権管理簿（入院・外来） 収納係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 地域連携 地域医療 平成30年度大分がん診療連携協議会クリティカルパス専門部会 診療支援係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 地域連携 地域医療 平成30年度大分がん診療連携協議会情報提供・相談支援専門部会 診療支援係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度手術部運営会議 診療支援係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度集中治療部運営会議 診療支援係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度輸血療法委員会 診療支援係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度行動制限最小化委員会 診療支援係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度化学療法運営委員会 診療支援係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度　腫瘍センター運営会議 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度　化学療法運営委員会 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 病院収入 平成30年度妊婦・乳幼児健康診査① 診療報酬統括係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 病院収入 平成30年度妊婦・乳幼児健康診査② 診療報酬統括係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 病院収入 平成30年度妊婦・乳幼児健康診査③ 診療報酬統括係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成30年度労災レセプト① 診療報酬統括係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成30年度労災レセプト② 診療報酬統括係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療契約 平成30年度個室使用承認申請書 診療報酬統括係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療契約 平成30年度個室入室同意書 診療報酬統括係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療契約 平成30年度入院受付票 診療報酬統括係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療契約 平成30年度入院誓約書 診療報酬統括係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療契約 平成30年度診療費減免患者申請 診療報酬統括係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度高度救命救急センター運営会議 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成30年度病院報告（患者票）　【文部科学省】 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成30年度病院報告（患者票）【中部保健所由布保健支部】 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成30年度施設基準等届出関係 １ 医事企画係 2019年4月1日 施設基準の辞退後3年 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成30年度施設基準等届出関係 ２ 医事企画係 2019年4月1日 施設基準の辞退後3年 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成30年度施設基準等届出関係 ３ 医事企画係 2019年4月1日 施設基準の辞退後3年 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度認定再生医療等委員会 医事企画係 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度移植・再生医療支援室運営委員会 医事企画係 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度内視鏡診療部運営会議 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度周産母子センター運営会議 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 内部規則 平成30年内部規則の制定改廃 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度出勤簿 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度休暇簿 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度時間外勤務命令簿・勤務時間報告書① 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度時間外勤務命令簿・勤務時間報告書② 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成30年度医療保護入院・措置入院等 医事企画係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度診療記録委員会 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度院内がん登録委員会 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度クリニカルパス小委員会 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議（重要文書） 平成30年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度感染予防対策委員会・感染制御部運営会議記録 医療安全係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度医療安全管理部運営会議記録 医療安全係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 学外会議 平成30年度感染防止対策地域連携カンファレンス記録 医療安全係長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2018年度 管理一般 会議 部局等会議 診断群分類の適切なコーディングに関する委員会（平成30年度） 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 保険診療適正化検討会（平成30年度） 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 褥瘡対策チーム会議Ｈ30 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ30① 診療情報管理支援室 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ30② 診療情報管理支援室 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 返戻依頼Ｈ30 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請外来Ｈ30①（一部H29含む） 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請入院Ｈ30①（一部H29含む） 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請入院Ｈ30② 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30① 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30② 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30③ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30④ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30⑤ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30⑥ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知Ｈ30① 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知Ｈ30② 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 血液浄化センター運営会議（平成30年度） 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 病歴管理 平成30年度診療録閲覧許可申請 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度クオリティマネジメント室運営会議 医療評価係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度高難度新規医療技術管理部門会議 医療評価係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度高難度新規医療技術評価委員会 医療評価係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度未承認新規医薬品等管理部門会議 医療評価係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会 医療評価係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度医療安全監査委員会 医療評価係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 栄養管理 令和元年度予定実施献立表 栄養管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 栄養管理 令和元年度病院給食栄養月報 栄養管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 栄養管理 令和元年度栄養管理委員会記録 栄養管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度医療情報部運営会議議事録 医療情報部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度医療情報部調整会議議事録 医療情報部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 情報 システム システム運用・管理 令和元年度システム連絡票 医療情報部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 情報 システム システム運用・管理 令和元年度システム利用申請書 医療情報部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 管理室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 2019年度金銭出納帳 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 2019年度金銭出納帳（時間外） 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 2019年度現金領収証書受払簿 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 平成31年度調査決定決議書4月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 平成31年度調査決定決議書4月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書5月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書5月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書6月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書6月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書7月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書7月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書8月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書8月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書9月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書9月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書10月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書10月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書11月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書11月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書12月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書12月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書12月分③ 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書1月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書1月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書1月分③ 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書2月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書2月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書2月分③ 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書3月分① 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書3月分② 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書3月分③ 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度調査決定決議書3月分④ 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 平成31年度財務会計関係書類4月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度財務会計関係書類5月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度財務会計関係書類6月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度財務会計関係書類7月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度財務会計関係書類8月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度財務会計関係書類9月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度財務会計関係書類10月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度財務会計関係書類11月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度財務会計関係書類12月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度財務会計関係書類1月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度財務会計関係書類2月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度財務会計関係書類3月分 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度過誤納関係書類（振込） 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度過誤納関係書類（小口） 収納係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 病院収入 令和元年度徴収済額報告書（4～9月分） 収納係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 病院収入 令和元年度徴収済額報告書（10～3月分） 収納係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 病院収入 令和元年度債権管理簿（入院・外来） 収納係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 地域連携 地域医療 令和元年度大分がん診療連携協議会クリティカルパス専門部会 診療支援係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 地域連携 地域医療 令和元年度大分がん診療連携協議会情報提供・相談支援専門部会 診療支援係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度手術部運営会議 診療支援係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度集中治療部運営会議 診療支援係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度輸血療法委員会 診療支援係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度行動制限最小化委員会 診療支援係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度化学療法運営委員会 診療支援係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度　腫瘍センター運営会議 診療支援係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度総合患者支援センター運営会議 患者サービス係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 地域連携 地域医療 令和元年度総合患者支援センター 患者サービス係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度サービス・国際化推進委員会 患者サービス係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度広報誌発行委員会 患者サービス係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度児童虐待対応委員会 患者サービス係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度虐待対応委員会 患者サービス係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議（重要文書） 令和元年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度感染予防対策委員会・感染制御部運営会議記録 医療安全係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度医療安全管理部運営会議記録 医療安全係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 学外会議 令和元年度感染防止対策地域連携カンファレンス記録 医療安全係長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和元年度感染症報告関係 医療安全係長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和元年度日本機能評価機構報告 医療安全係長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年度医療評価係関係綴 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度クオリティマネジメント室運営会議 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度高難度新規医療技術管理部門会議 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年度未承認新規医薬品等管理部門関係綴 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度未承認新規医薬品等管理部門会議4月～6月 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度未承認新規医薬品等管理部門会議7月～9月 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度未承認新規医薬品等管理部門会議10月～12月 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度未承認新規医薬品等管理部門会議1月～3月 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会4月～6月 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会7月～9月 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会10月～12月 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会1月～3月 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度臨床指標管理部門会議 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度救急蘇生等委員会 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度医療安全監査委員会 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 病院収入 令和元年度妊婦・乳幼児健康診査① 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 病院収入 令和元年度妊婦・乳幼児健康診査② 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 病院収入 令和元年度妊婦・乳幼児健康診査③ 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和元年度労災レセプト① 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和元年度労災レセプト② 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和元年度労災レセプト③ 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療契約 令和元年度個室使用承認申請書① 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療契約 令和元年度個室使用承認申請書② 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療契約 令和元年度個室入室同意書① 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療契約 令和元年度個室入室同意書② 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療契約 令和元年度入院受付票 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療契約 令和元年度入院誓約書 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療契約 令和元年度診療費減免患者申請 診療報酬統括係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 診断群分類の適切なコーディングに関する委員会（令和元年度） 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 保険診療適正化検討会（令和元年度） 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 褥瘡対策チーム会議R01 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係R01① 診療情報管理支援室 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係R01② 診療情報管理支援室 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 返戻依頼R01 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請外来R01①（一部H30含む） 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請入院R01①（一部H30含む） 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請入院R01② 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2019年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R01① 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R01② 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R01③ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R01④ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R01⑤ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R01⑥ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R01① 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R01② 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 血液浄化センター運営会議（令和元年度） 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度・令和元年度診療記録委員会 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度・令和元年度院内がん登録委員会 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度・令和元年度クリニカルパス小委員会 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度クリニカルパス推進委員会 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 病歴管理 令和元年度診療録閲覧許可申請 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 訴訟 訴訟 令和元年度インシデント報告書 副課長（医療安全等担当） 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 訴訟 訴訟 令和元年度（平成31年度）患者に関する照会（捜査関係事項照会書）1 副課長（医療安全等担当） 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 訴訟 訴訟 令和元年度（平成31年度）患者に関する照会（捜査関係事項照会書）2 副課長（医療安全等担当） 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 訴訟 訴訟 令和元年度（平成31年度）患者に関する照会（送付嘱託）1 副課長（医療安全等担当） 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 訴訟 訴訟 令和元年度（平成31年度）患者に関する照会（送付嘱託）2 副課長（医療安全等担当） 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 訴訟 訴訟 令和元年度（平成31年度）患者に関する照会（送付嘱託）3 副課長（医療安全等担当） 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 訴訟 訴訟 令和元年度（平成31年度）患者に関する照会（送付嘱託）4 副課長（医療安全等担当） 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度高度救命救急センター運営会議 医事企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成31年度病院報告（患者票）　【文部科学省】 医事企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 平成31年度病院報告（患者票）【中部保健所由布保健支部】 医事企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 2019年度施設基準等届出関係 １ 医事企画係 2020年4月1日 施設基準の辞退後3年 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度認定再生医療等委員会 医事企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度内視鏡診療部運営会議 医事企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 平成31年内部規則の制定改廃 医事企画係 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 令和元年内部規則の制定改廃 医事企画係 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 2019年度学内照会① 医事企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 2019年度学内照会② 医事企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 2019年度学外照会① 医事企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 2019年度学外照会② 医事企画係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度出勤簿 医事企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度休暇簿 医事企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成31年度旅行命令簿 医事企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度時間外勤務命令簿・勤務時間報告書① 医事企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度時間外勤務命令簿・勤務時間報告書② 医事企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 2019年度医療保護入院・措置入院等 医事企画係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理 令1病院機能評価 副課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 栄養管理 令和2年度予定実施献立表 栄養管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 栄養管理 令和2年度病院給食栄養月報 栄養管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 栄養管理 令和2年度栄養管理委員会記録 栄養管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度医療情報部運営会議議事録 医療情報部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度医療情報部調整会議議事録 医療情報部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 情報 システム システム運用・管理 令和２年度システム連絡票 医療情報部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 情報 システム システム運用・管理 令和２年度システム利用申請書 医療情報部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 管理室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 2020年度金銭出納帳 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 2020年度金銭出納帳（時間外） 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 2020年度現金領収証書受払簿 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書4月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書4月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書4月分③ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書4月分④ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書5月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書5月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書5月分③ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書6月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書6月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書6月分③ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書7月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書7月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書7月分③ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書8月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書8月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書8月分③ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書8月分④ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書9月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書9月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書9月分③ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書10月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書10月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書10月分③ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書11月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書11月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書12月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書12月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書12月分③ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書1月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書1月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書1月分③ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書2月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書2月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書3月分① 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書3月分② 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度調査決定決議書3月分③ 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類4月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類5月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類6月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類7月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類8月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類9月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類10月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類11月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類12月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類1月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類2月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度財務会計関係書類3月分 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度過誤納関係書類（振込） 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度過誤納関係書類（小口） 収納係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 病院収入 令和2年度徴収済額報告書（4～9月分） 収納係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 病院収入 令和2年度徴収済額報告書（10～3月分） 収納係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 病院収入 令和2年度債権管理簿（入院・外来） 収納係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 地域連携 地域医療 令和2年度大分がん診療連携協議会クリティカルパス専門部会 診療支援係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 地域連携 地域医療 令和2年度大分がん診療連携協議会情報提供・相談支援専門部会 診療支援係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度手術部運営会議 診療支援係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度集中治療部運営会議 診療支援係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度輸血療法委員会 診療支援係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度行動制限最小化委員会 診療支援係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度化学療法運営委員会 診療支援係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度　腫瘍センター運営会議 診療支援係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議（重要文書） 令和2年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度感染予防対策委員会・感染制御部運営会議記録 医療安全係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度医療安全管理部運営会議記録 医療安全係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 学外会議 令和2年度感染防止対策地域連携カンファレンス記録 医療安全係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和2年度新型コロナウイルス　PCR検査・抗原検査　実績報告・感染症発生届 医療安全係長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和2年度感染症報告関係 医療安全係長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和2年度日本機能評価機構報告 医療安全係長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度高度救命救急センター運営会議 医事企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和2年度病院報告（患者票）　【文部科学省】 医事企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和2年度病院報告（患者票）【中部保健所由布保健支部】 医事企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和2年度施設基準等届出関係 １ 医事企画係 2021年4月1日 施設基準の辞退後3年 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度認定再生医療等委員会 医事企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度内視鏡診療部運営会議 医事企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度生殖医療センター運営委員会 医事企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 法規 内部規則 令和2年内部規則の制定改廃 医事企画係 2021年4月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度学内照会① 医事企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度学内照会② 医事企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度学外照会① 医事企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年度学外照会② 医事企画係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度出勤簿 医事企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度休暇簿 医事企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度時間外勤務命令簿・勤務時間報告書① 医事企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度時間外勤務命令簿・勤務時間報告書② 医事企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和2年度医療保護入院・措置入院等 医事企画係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 病院収入 令和2年度妊婦・乳幼児健康診査① 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 病院収入 令和2年度妊婦・乳幼児健康診査② 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 病院収入 令和2年度妊婦・乳幼児健康診査③ 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和2年度労災レセプト① 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和2年度労災レセプト② 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和2年度労災レセプト③ 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療契約 令和2年度個室使用承認申請書 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療契約 令和2年度個室入室同意書① 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療契約 令和2年度個室入室同意書② 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療契約 令和2年度入院受付票 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療契約 令和2年度入院誓約書 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療契約 令和2年度診療費減免患者申請 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和2年度医療評価係関係綴 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度クオリティマネジメント室運営会議 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度高難度新規医療技術管理部門会議① 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度高難度新規医療技術管理部門会議② 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和2年度未承認新規医薬品等管理部門関係綴 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度未承認新規医薬品等管理部門会議4月～12月 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度未承認新規医薬品等管理部門会議1月～3月 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会4月～6月 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会7月～9月 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会10月～12月 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会1月～3月 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度臨床指標管理部門会議 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度救急蘇生等委員会 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和2年度医療安全監査委員会 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度総合患者支援センター運営会議 患者サービス係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 地域連携 地域医療 令和２年度総合患者支援センター 患者サービス係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度サービス・国際化推進委員会 患者サービス係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度広報誌発行委員会 患者サービス係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度児童虐待対応委員会 患者サービス係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度虐待対応委員会 患者サービス係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度クリニカルパス小委員会 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度クリニカルパス推進委員会 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度診療記録委員会 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度院内がん登録運営委員会 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度診療情報提供委員会 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 血液浄化センター運営会議（令和2年度） 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 診断群分類の適切なコーディングに関する委員会（令和2年度） 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 保険診療適正化検討会（令和2年度） 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 褥瘡対策チーム会議R02 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02① 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02② 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02③ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02④ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02⑤ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02⑥ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R02① 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R02② 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係R02① 診療情報管理支援室 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係R02② 診療情報管理支援室 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 病歴管理 令和2年度診療録閲覧許可申請 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度高度救命救急センター運営会議 医事企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度病院報告（患者票）　【文部科学省】 医事企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度病院報告（患者票）【中部保健所由布保健支部】 医事企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度施設基準等届出関係 医事企画係 2022年4月1日 施設基準の辞退後3年 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度認定再生医療等委員会 医事企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度内視鏡診療部運営会議 医事企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度生殖医療センター運営委員会 医事企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和3年内部規則の制定改廃 医事企画係 2022年4月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度学内照会① 医事企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度学内照会② 医事企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度学内照会③ 医事企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度学外照会① 医事企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度学外照会② 医事企画係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度出勤簿 医事企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度休暇簿 医事企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度時間外勤務命令簿・勤務時間報告書① 医事企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度時間外勤務命令簿・勤務時間報告書② 医事企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度医療保護入院・措置入院等 医事企画係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度総合患者支援センター運営会議 患者サービス係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 地域連携 地域医療 令和３年度総合患者支援センター 患者サービス係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度サービス・国際化推進委員会 患者サービス係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度児童虐待対応委員会 患者サービス係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度虐待対応委員会 患者サービス係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度病院情報管理システム委員会議事録 医療情報部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度病院情報管理システム委員会議事録 医療情報部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度医療情報部調整会議議事録 医療情報部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 情報 システム システム運用・管理 令和３年度システム連絡票 医療情報部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 情報 システム システム運用・管理 令和３年度システム利用申請書 医療情報部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 管理室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議（重要文書） 令和3年度メディカル・リスクマネジメント委員会記録 医療安全係長 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度感染予防対策委員会・感染制御部運営会議記録 医療安全係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度医療安全管理部運営会議記録 医療安全係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 学外会議 令和3年度感染防止対策地域連携カンファレンス記録 医療安全係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度新型コロナウイルス　PCR検査・抗原検査　実績報告・感染症発生届 医療安全係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度感染症報告関係 医療安全係長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度日本機能評価機構報告 医療安全係長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度カンファレンス記録A 医療安全係長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度カンファレンス記録B 医療安全係長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 教育・研究 研修(臨床研修以外) 令和3年度院内研修関係 医療安全係長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度医療安全係受付文書 医療安全係長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度MRSA関係 医療安全係長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 会議 学外会議 医療安全・質向上のための相互チェック　特定機能病院間相互のピュアレビュー 医療安全係長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 会議 学外会議 事故調査委員会（麻） 医療安全係長 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 医療安全管理協議会関係 医療安全係長 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 2021年度金銭出納帳 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 2021年度金銭出納帳（時間外） 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 2021年度現金領収証書受払簿 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書4月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書4月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書5月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書5月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書6月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書6月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書7月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書7月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書8月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書8月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書9月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書9月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書10月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書10月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書11月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書11月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書12月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書12月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書1月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書1月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書1月分③ 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書1月分④ 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書2月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書2月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書3月分① 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書3月分② 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度調査決定決議書3月分③ 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類4月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類5月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類6月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類7月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類8月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類9月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類10月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類11月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類12月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類1月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類2月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度財務会計関係書類3月分 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度過誤納関係書類（振込） 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度過誤納関係書類（小口） 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 病院収入 令和3年度徴収済額報告書（4～9月分） 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 病院収入 令和3年度徴収済額報告書（10～3月分） 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2021年度 医療 業務管理 病院収入 令和3年度債権管理簿（入院・外来） 収納係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 地域連携 地域医療 令和3年度がん相談支援センター 診療支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度手術部運営会議 診療支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度集中治療部運営会議 診療支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度輸血療法委員会 診療支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度行動制限最小化委員会 診療支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度化学療法運営委員会 診療支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度腫瘍センター運営会議 診療支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 総括 令和3年度医師事務作業補助者（ドクターズクラーク）関係 診療支援係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 受託検査・解剖 令和3年度病理解剖 診療支援係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 栄養管理 令和3年度予定実施献立表 栄養管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 栄養管理 令和3年度病院給食栄養月報 栄養管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 栄養管理 令和3年度栄養管理委員会記録 栄養管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 返戻依頼R02 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請外来R02①（一部R01含む） 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請入院R02①（一部R01含む） 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請入院R02② 診療報酬統括係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 返戻依頼R03 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請外来R03①（一部R02含む） 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請入院R03①（一部R02含む） 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 再審査請入院R03② 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 病院収入 令和3年度妊婦・乳幼児健康診査① 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 病院収入 令和3年度妊婦・乳幼児健康診査② 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 病院収入 令和3年度妊婦・乳幼児健康診査③ 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度労災レセプト① 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度労災レセプト② 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 医療関係届出・申請・調査・報告 令和3年度労災レセプト③ 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療契約 令和3年度個室使用承認申請書 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療契約 令和3年度個室入室同意書① 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療契約 令和3年度個室入室同意書② 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療契約 令和3年度入院受付票 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療契約 令和3年度入院誓約書 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療契約 令和3年度診療費減免患者申請 診療報酬統括係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2015年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係Ｈ25 診療情報管理支援室 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係R03① 診療情報管理支援室 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療契約 骨髄移植関係R03② 診療情報管理支援室 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知Ｈ29③ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知Ｈ29④ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知Ｈ29⑤ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知Ｈ30③ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知Ｈ30④ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知Ｈ30⑤ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R01③ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R01④ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R01⑤ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R02③ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R02④ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R02⑤ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R03① 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R03② 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R03③ 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R03④ 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 国保通知R03⑤ 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ29⑤ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ29⑥ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ29⑦ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ29⑧ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ29⑨ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ29⑩ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ29⑪ 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30⑦ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30⑧ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30⑨ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30⑩ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30⑪ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知Ｈ30⑫ 診療情報管理支援室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R01⑦ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R01⑧ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R01⑨ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
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2019年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R01⑩ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R01⑪ 診療情報管理支援室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02⑦ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02⑧ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02⑨ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02⑩ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02⑪ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R02⑫ 診療情報管理支援室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R03① 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R03② 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R03③ 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R03④ 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R03⑤ 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R03⑥ 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R03⑦ 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R03⑧ 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R03⑨ 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 診療報酬 社会保険通知R03⑩ 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 診断群分類の適切なコーディングに関する委員会（令和3年度） 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 血液浄化センター運営会議（平成29年度） 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 血液浄化センター運営会議（令和3年度） 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 褥瘡対策チーム会議Ｈ29 診療情報管理支援室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 褥瘡対策チーム会議R03 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 保険診療適正化検討会（令和3年度） 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度院内がん登録運営委員会 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度診療記録委員会 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度クリニカルパス小委員会 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度クリニカルパス推進委員会 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 医療 業務管理 病歴管理 令和3年度診療録閲覧許可申請 診療情報管理支援室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度医療評価係関係綴 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度クオリティマネジメント室運営会議 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度高難度新規医療技術管理部門会議 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度高難度新規医療技術評価委員会 医療評価係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度高難度新規医療技術評価委員会 医療評価係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度高難度新規医療技術評価委員会 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度未承認新規医薬品等管理部門関係綴 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度未承認新規医薬品等管理部門会議① 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度未承認新規医薬品等管理部門会議② 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会① 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会② 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度未承認新規医薬品等臨床使用審査委員会③ 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 t 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度救急蘇生等委員会 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和3年度医療安全監査委員会 医療評価係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成30年度病院機能評価関係① 医療評価係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成30年度病院機能評価関係② 医療評価係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和元年度病院機能評価関係① 医療評価係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和元年度病院機能評価関係② 医療評価係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和元年度病院機能評価関係③ 医療評価係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和元年度病院機能評価関係④ 医療評価係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和元年度病院機能評価関係⑤ 医療評価係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和2年度病院機能評価関係① 医療評価係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和2年度病院機能評価関係② 医療評価係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和3年度病院機能評価関係① 医療評価係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和3年度病院機能評価関係② 医療評価係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和3年度病院機能評価関係③ 医療評価係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 医事課 医事課長 廃棄
1949年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和24年度学籍簿 教育学部 1950年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1950年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和25年度学籍簿 教育学部 1951年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1951年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和26年度学籍簿 教育学部 1952年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1952年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和27年度学籍簿 教育学部 1953年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1953年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和28年度学籍簿 教育学部 1954年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1954年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和29年度学籍簿 教育学部 1955年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1955年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和30年度学籍簿 教育学部 1956年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1956年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和31年度学籍簿 教育学部 1957年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1957年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和32年度学籍簿 教育学部 1958年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1958年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和33年度学籍簿 教育学部 1959年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1959年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和34年度学籍簿 教育学部 1960年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1960年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和35年度学籍簿 教育学部 1961年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1961年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和36年度学籍簿 教育学部 1962年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長
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1962年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和37年度学籍簿 教育学部 1963年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1963年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和38年度学籍簿 教育学部 1964年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1964年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和39年度学籍簿 教育学部 1965年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1965年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和40年度学籍簿 教育学部 1966年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1966年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和41年度学籍簿 教育学部 1967年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1967年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和42年度学籍簿 教育学部 1968年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1968年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和43年度学籍簿 教育学部 1969年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1969年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和44年度学籍簿 教育学部 1970年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1970年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和45年度学籍簿 教育学部 1971年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1971年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和46年度学籍簿 教育学部 1972年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1972年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和47年度学籍簿 教育学部 1973年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1973年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和48年度学籍簿 教育学部 1974年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1974年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和49年度学籍簿 教育学部 1975年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1975年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和50年度学籍簿 教育学部 1976年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1976年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和51年度学籍簿 教育学部 1977年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1977年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和52年度学籍簿 教育学部 1978年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1978年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和53年度学籍簿 教育学部 1979年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1979年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和54年度学籍簿 教育学部 1980年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1980年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和55年度学籍簿 教育学部 1981年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1981年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和56年度学籍簿 教育学部 1982年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1982年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和57年度学籍簿 教育学部 1983年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1983年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和58年度学籍簿 教育学部 1984年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1984年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和59年度学籍簿 教育学部 1985年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1985年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和60年度学籍簿 教育学部 1986年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1986年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和61年度学籍簿 教育学部 1987年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1987年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和62年度学籍簿 教育学部 1988年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1988年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 昭和63年度学籍簿 教育学部 1989年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1989年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成1年度学籍簿 教育学部 1990年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1990年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成2年度学籍簿 教育学部 1991年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1991年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成3年度学籍簿 教育学部 1992年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1992年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成4年度議事録 教育学部 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1992年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成4年度教授会資料 教育学部 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1992年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成4年度研究科委員会議事録 教育学部 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1992年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成4年度学籍簿 教育学部 1993年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1992年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置 平成4年度大学院設置審査結果綴 教育学部 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1993年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成5年度教授会議事録 教育学部 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1993年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成5年度研究科委員会議事録 教育学部 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1993年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成5年度学籍簿 教育学部 1994年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1993年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置
平成5年度大分大学大学院教育学研究科（修士課程）教科教育専攻専修設置計
画書（音楽教育専修）（美術教育専修）（家政教育専修）

教育学部 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

1994年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成6年度教授会議事録 教育学部 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1994年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成6年度研究科委員会議事録 教育学部 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1994年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成6年度学籍簿 教育学部 1995年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1994年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置 平成3年度大分大学大学院教育学研究科（修士課程）設置計画書（補正） 教育学部 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

1994年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置
平成6年度大分大学大学院教育学研究科（修士課程）教科教育専攻専修設置計
画書（数学教育専修）（保健体育専修）（技術教育専修）

教育学部 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

1995年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成7年度教授会議事録 教育学部 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1995年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成7年度研究科委員会議事録 教育学部 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1995年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成7年度学籍簿 教育学部 1996年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1996年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成8年度教授会議事録 教育学部 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1996年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成8年度研究科委員会議事録 教育学部 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1996年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成8年度学籍簿 教育学部 1997年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1996年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置 平成8年度大分大学教育学部人間福祉科学課程設置計画について 教育学部 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

1996年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置
平成8年度大分大学大学院教育学研究科（修士課程）教科教育専攻　専修設置
計画書（保健体育専修）

教育学部 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

1996年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置
平成8年度大分大学大学院教育学研究科（修士課程）教科教育専攻専修設置計
画書（保健体育専修）

教育学部 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

1996年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置
平成8年度大分大学人間福祉科学課程生涯福祉コース（社会福祉系）設置計画
関係書類

教育学部 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

1996年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置 平成8年度人間福祉科学課程設置関係書類 教育学部 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1997年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成9年度教授会議事録 教育学部 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1997年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成9年度研究科委員会議事録 教育学部 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1997年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成9年度学籍簿 教育学部 1998年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1997年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置
平成9年度大分大学大学院教育学研究科〔修士課程〕教科教育専攻　専修設置
計画書〔英語教育専修〕

教育学部 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

1997年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置
平成9年度大分大学大学院教育研究科（修士課程）教科教育専攻　専修設置に
係る提出書類（教員の個人調書等）

教育学部 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

1997年度 （旧）教育福祉科学部 組織 定員 平成9年度課程設置学生定員変更提出書類 教育学部 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1998年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成10年度教授会議事録 教育学部 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
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1998年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成10年度研究科委員会議事録 教育学部 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1998年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成10年度学籍簿 教育学部 1999年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1998年度 （旧）教育福祉科学部 組織 設置 平成10年度教育福祉科学部設置計画関係書類 教育学部 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1998年度 （旧）教育福祉科学部 福利厚生 安全管理 平成10年度被爆放射線量測定結果報告 教育学部 1999年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1998年度 （旧）教育福祉科学部 文書 公印監守 平成10年度公印の制定廃止について 教育学部 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1999年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成11年度教授会議事録 教育福祉科学部 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1999年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成11年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1999年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成11年度学籍簿 教育福祉科学部 2000年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

1999年度 （旧）教育福祉科学部 文書 公印監守 平成11年度公印の制定廃止について 教育福祉科学部 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成12年度教授会議事録 教育福祉科学部 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成12年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成12年度学籍簿 教育福祉科学部 2001年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2001年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成13年度教授会議事録 教育福祉科学部 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2001年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成13年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2001年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成13年度学籍簿 教育福祉科学部 2002年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2001年度 （旧）教育福祉科学部 文書 公印監守 平成13年度公印の制定廃止について 教育福祉科学部 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2002年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成14年度教授会議事録 教育福祉科学部 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2002年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成14年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2002年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成14年度学籍簿 教育福祉科学部 2003年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2003年度 （旧）教育福祉科学部 会議 教授会 平成15年度教授会議事録 教育福祉科学部 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2003年度 （旧）教育福祉科学部 会議 研究科委員会 平成15年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2003年度 （旧）教育福祉科学部 学務 学籍関係 平成15年度学籍簿 教育福祉科学部 2004年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2004年度 会議 平成16年度教授会議事録 教育福祉科学部総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2004年度 会議 平成16年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2004年度 学務 平成16年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2005年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2005年度 会議 平成17年度教授会議事録 教育福祉科学部総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2005年度 会議 平成17年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2005年度 学務 平成17年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2006年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2006年度 会議 平成18年度教授会議事録 教育福祉科学部総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2006年度 会議 平成18年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2006年度 学務 平成18年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2007年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2007年度 会議 平成19年度教授会議事録 教育福祉科学部総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2007年度 会議 平成19年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2007年度 学務 平成19年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2008年4月1日 無期限 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2008年度 教育一般 教務 資格・試験 平成20年　社会福祉士大学等確認申請書 教育福祉科学部学務係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2008年度 会議 平成20年度教授会議事録 教育福祉科学部総務係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2008年度 会議 平成20年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2008年度 安全衛生管理 平成20年度被爆放射線量測定結果報告書 教育福祉科学部総務係 2009年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2008年度 学務 平成20年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2009年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2008年度 学務 平成20年度成績原簿 教育福祉科学部学務係 2009年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2009年度 会議 平成21年度教授会議事録 教育福祉科学部総務係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2009年度 会議 平成21年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2009年度 安全衛生管理 平成21年度被爆放射線量測定結果報告書 教育福祉科学部総務係 2010年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2009年度 学務 平成21年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2010年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2009年度 学務 平成21年度成績原簿 教育福祉科学部学務係 2010年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2010年度 会議 平成22年度教授会議事録 教育福祉科学部総務係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2010年度 会議 平成22年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2010年度 安全衛生管理 平成22年度被爆放射線量測定結果報告書 教育福祉科学部総務係 2011年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2010年度 学務 平成22年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2011年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2010年度 学務 平成22年度成績原簿 教育福祉科学部学務係 2011年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2011年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成23年度～平成24年度母校実習教育実習成績・個人調査票 教育福祉科学部学務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2011年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成23～24年度母校実習教育実習成績評価表・個人調査票 教育学部学務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2011年度 教育一般 教務 資格・試験 平成23年7月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育福祉科学部学務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2011年度 教育一般 教務 資格・試験 平成23年10月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育福祉科学部学務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2011年度 教育一般 教務 資格・試験 平成23年11月　精神保健福祉士大学等確認申請書 教育福祉科学部学務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2011年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成23年度課程認定変更届関係 教育福祉科学部学務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2011年度 教育一般 教務 学籍管理 平成23年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2012年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2011年度 教育一般 教務 学籍管理 平成23年度成績原簿 教育福祉科学部学務係 2012年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2011年度 人事 服務・表彰 健康 平成23年度被爆放射線量測定結果報告書 教育福祉科学部総務係 2012年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2011年度 管理一般 会議 部局等会議 平成23年度教授会議事録① 教育福祉科学部総務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 部局等会議 平成23年度教授会議事録② 教育福祉科学部総務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 部局等会議 平成23年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度入試委員会 教育福祉科学部学務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成24年度課程認定変更届関係 教育福祉科学部学務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 学務 教員免許 教育実習 平成24年度教育実習個人調査票・教育実習成績 教育福祉科学部学務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 学籍管理 平成24年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2013年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2012年度 教育一般 教務 学籍管理 平成24年度成績原簿 教育福祉科学部学務係 2013年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度教務委員会関係 教育福祉科学部学務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成24年度国際規制物質関係文書綴り 教育福祉科学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
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2012年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成24年度毒物・劇物関係綴 教育福祉科学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 資格・試験 平成24年6月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育福祉科学部学務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 資格・試験 平成24年8月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育福祉科学部学務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 資格・試験 平成24年4月　精神保健福祉士大学等確認変更届 教育福祉科学部学務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 人事 総括 総括 平成24年度人事・給与関係 教育福祉科学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 会計 総括 総括 平成24年度予算関係資料（概算要求関係） 教育福祉科学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 人事 任免 公募・推薦 平成24年度教員選考結果通知① 教育福祉科学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 人事 任免 公募・推薦 平成24年度教員選考結果通知② 教育福祉科学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 人事 服務・表彰 健康 平成24年度被爆放射線量測定結果報告書　永久保存 教育福祉科学部総務係 2013年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度教授会議事録① 教育福祉科学部総務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度教授会議事録② 教育福祉科学部総務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2012年度 平成24年度作業環境測定結果報告書 教育福祉科学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成25年度～平成27年度母校実習教育実習成績・個人調査票 教育福祉科学部学務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度教務委員会関係 教育福祉科学部学務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度入試委員会 教育福祉科学部学務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成25年度国際規制物質関係文書綴り 教育福祉科学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成25年度毒物・劇物関係綴 教育福祉科学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成25年度課程認定変更届関係 教育福祉科学部学務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 学務 教員免許 教育実習 平成25年度教育実習個人調査票・教育実習成績 教育福祉科学部学務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成25～27年度母校実習教育実習成績評価表・個人調査票 教育学部学務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 学籍管理 平成25年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2014年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2013年度 教育一般 教務 学籍管理 平成25年度成績原簿 教育福祉科学部学務係 2014年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2013年度 教育一般 教務 資格・試験 平成25年6月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育福祉科学部学務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 資格・試験 平成25年9月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育福祉科学部学務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 人事 総括 総括 平成25年度人事・給与関係 教育福祉科学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 会計 総括 総括 平成25年度予算関係資料（概算要求関係） 教育福祉科学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 人事 任免 公募・推薦 平成25年度教員選考結果通知① 教育福祉科学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 人事 任免 公募・推薦 平成25年度教員選考結果通知② 教育福祉科学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 人事 服務・表彰 健康 平成25年度被爆放射線量測定結果報告書　永久保存 教育福祉科学部総務係 2014年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度教授会議事録① 教育福祉科学部総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度教授会議事録② 教育福祉科学部総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2013年度 平成25年度作業環境測定結果報告書 教育福祉科学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度入試委員会 教育福祉科学部学務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成26年度国際規制物質関係文書綴り 教育福祉科学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成26年度毒物・劇物関係綴 教育福祉科学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成26年度課程認定変更届関係 教育福祉科学部学務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 学務 教員免許 教育実習 平成26年度教育実習個人調査票・教育実習成績 教育福祉科学部学務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 学籍管理 平成26年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2015年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2014年度 教育一般 教務 学籍管理 平成26年度成績原簿 教育福祉科学部学務係 2015年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2014年度 教育一般 教務 資格・試験 平成26年6月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育福祉科学部学務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 資格・試験 平成26年7月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育福祉科学部学務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 資格・試験 平成26年9月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育福祉科学部学務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 人事 総括 総括 平成26年度人事・給与関係 教育福祉科学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 会計 総括 総括 平成26年度予算関係資料（概算要求関係） 教育福祉科学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 人事 任免 公募・推薦 平成26年度教員選考結果通知① 教育福祉科学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 人事 任免 公募・推薦 平成26年度教員選考結果通知② 教育福祉科学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 人事 服務・表彰 健康 平成26年度被爆放射線量測定結果報告書　永久保存 教育福祉科学部総務係 2015年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度教授会議事録① 教育福祉科学部総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度教授会議事録② 教育福祉科学部総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2014年度 平成26年度作業環境測定結果報告書 教育福祉科学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度入試委員会 教育福祉科学部学務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度教務委員会関係 教育福祉科学部学務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成27年度国際規制物質関係文書綴り 教育福祉科学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成27年度毒物・劇物関係綴 教育福祉科学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成27年度課程認定変更届関係 教育福祉科学部学務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 学務 教員免許 教育実習 平成27年度教育実習個人調査票・教育実習成績 教育福祉科学部学務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 学籍管理 平成27年度学籍簿 教育福祉科学部学務係 2016年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2015年度 教育一般 教務 学籍管理 平成27年度成績原簿 教育福祉科学部学務係 2016年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2015年度 教育一般 教務 資格・試験 平成27年7月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育福祉科学部学務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 資格・試験 平成27年9月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育福祉科学部学務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 資格・試験 平成28年2月　精神保健福祉士大学等確認変更届 教育福祉科学部学務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 人事 総括 総括 平成27年度人事・給与関係 教育福祉科学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 会計 総括 総括 平成27年度予算関係資料（概算要求関係） 教育福祉科学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
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2015年度 人事 任免 公募・推薦 平成27年度教員選考結果通知① 教育福祉科学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 人事 任免 公募・推薦 平成27年度教員選考結果通知② 教育福祉科学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 人事 服務・表彰 健康 平成27年度被爆放射線量測定結果報告書　永久保存 教育福祉科学部総務係 2016年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度教授会議事録① 教育福祉科学部総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度教授会議事録② 教育福祉科学部総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度研究科委員会議事録 教育福祉科学部総務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2015年度 平成27年度作業環境測定結果報告書 教育福祉科学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度入試委員会 教育学部学務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成28年度国際規制物質関係文書綴 教育学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成28年度毒物・劇物関係綴 教育学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成28年度教育実習個人調査票・教育実習成績 教育学部学務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 学籍管理 平成28年度成績原簿 教育学部学務係 2017年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2016年度 教育一般 教務 学籍管理 平成28年度学籍簿 教育学部学務係 2017年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2016年度 教育一般 教務 資格・試験 平成28年7月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育学部学務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 資格・試験 平成28年9月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育学部学務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 資格・試験 平成28年10月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育学部学務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 資格・試験 平成28年4月　精神保健福祉士大学等確認変更届 教育学部学務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 人事 総括 総括 平成28年度人事・給与関係 教育学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 会計 総括 総括 平成28年度予算関係資料（概算要求関係） 教育学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28年度現金出納帳 教育学部総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28年度現金領収書受払簿 教育学部総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 会計 総括 帳簿 平成28年度現金領収書原符 教育学部総務係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 人事 任免 公募・推薦 平成28年度教員選考結果通知① 教育学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 人事 任免 公募・推薦 平成28年度教員選考結果通知② 教育学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 人事 服務・表彰 健康 平成28年度被爆放射線量測定結果報告書　永久保存 教育学部総務係 2017年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2016年度 人事 服務・表彰 健康 平成28年度作業環境測定結果報告書 教育学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度教授会議事録 教育学部総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度研究科委員会議事録 教育学部総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度教務委員会関係 教育学部学務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成28年度課程認定申請書 教育学部学務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成28年度課程認定変更届関係 教育学部学務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度監査 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成29年度国際規制物質関係文書綴 教育学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成29年度毒物・劇物関係綴 教育学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度外部資金 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成29年度科学研究費補助金関係 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度物品使用簿 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度物品関係（不用報告，所属換，実査） 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成29年度消防設備等点検結果報告書 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 施設 施設管理 医事・管理・点検 平成29年度不動産監守計画・自衛消防隊編成表 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 施設 施設企画 不動産 平成29年度固定資産使用状況調査 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 人材育成 研修 平成29年度会議・説明会・研修会関係 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 人材育成 人事評価 平成29年度附属学校 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 学術団体・会議 平成29年度日本教育大学協会 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 学術団体・会議 平成29年度日本教育大学協会各部門研究協議会 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度その他① 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度その他② 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度その他③ 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度その他④ 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度その他⑤ 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度その他⑥ 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 総括 平成29年度会計関係文書綴 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 総括 平成29年度自家用車使用綴 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 総括 平成29年度諸謝金① 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 総括 平成29年度諸謝金② 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 総括 平成29年度諸謝金（科研費・外部資金） 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度現金出納帳 教育学部総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度現金領収書受払簿 教育学部総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度現金領収書原符 教育学部総務係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度郵便切手受払簿 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 公印 平成29年度公印使用簿 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度科学技術研究調査 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度調査・報告関係 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 任免 総括 平成29年度選挙関係 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 任免 統括゜ 平成29年度人事関係（常勤・特任任用等） 教育学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 任免 非常勤職員等 平成29年度事務系非常勤職員 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
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2017年度 人事 任免 非常勤職員等 平成29年度人事関係（非常勤職員任用等） 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度出勤簿（教員・事務・非常勤講師） 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 兼業 平成29年度講師派遣関係 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 健康 平成29年度作業環境測定結果報告書 教育学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度被爆放射線量測定結果報告書　永久保存 教育学部総務係 2018年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿・旅行報告書① 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿・旅行報告書② 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿・旅行報告書③ 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿・旅行報告書④ 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿・旅行報告書⑤ 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿・旅行報告書⑥ 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度出張依頼 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 法規 内部規則 平成29年度学部規程等関係 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度予算関係資料（概算要求関係） 教育学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度収入計画書 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度学長戦略経費 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度予算関係資料 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教授会議事録 教育学部総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度研究科委員会議事録 教育学部総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度各種会議委員会関係綴 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度収発件名簿 教育学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度学生生活委員会 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教育実習委員会 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度入試委員会 教育学部学務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成29年度母校実習（謝金） 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成29年度教育実習A・B・副免 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成29年度教育実習事前事後指導 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成29年度応用実習、教職入門ゼミ、展開ゼミ 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成29年度教育実習個人調査票・教育実習成績 教育学部学務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成29年度介護等体験 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成29年度教育実習事前事後指導 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成29年度母校実習 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許 教員免許 平成29年度教員免許状申請 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学位授与，学位論文 平成29年度大学院関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度成績原簿 教育学部学務係 2018年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度学籍簿 教育学部学務係 2018年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度休学・退学・除籍願 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度大学院受講届 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度受講届（前学期）14生 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度受講届（前学期）15生 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度受講届（前学期）16生 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度受講届（前学期）17生 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度受講届（後学期）14生 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度受講届（後学期）15生 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度受講届（後学期）16生 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度受講届（後学期）17生 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度時間割関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度精神保健福祉援助実習 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度ソーシャルワーク実習 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度謝金講師 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度合宿研修 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 資格・試験 平成29年度公認心理師確認申請書類 教育学部学務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 資格・試験 平成29年4月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育学部学務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 資格・試験 平成29年7月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育学部学務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 資格・試験 平成29年4月　精神保健福祉士大学等確認変更届 教育学部学務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 資格・試験 平成29年度試験関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 非正規生 平成29年度科目等履修生 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 非正規生 平成29年度研究生 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年学校図書館司書教諭講習申込書 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年学校図書館司書教諭講習関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金
平成29年免許状認定講習（小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講
習の開発・実施事業）

教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年免許状認定講習（特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業） 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年免許状認定講習支出証拠書類（写） 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 国際交流 国際交流 総括 平成29年度留学生関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度授業料債権関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
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2017年度 情報 システム システム運用・管理 平成29年度教務情報システム仕様策定委員会関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 就職支援 インターンシップ 平成29年度インターンシップ委員会関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度調査関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度個別学力検査（前期日程・後期日程） 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度推薦入試・特別入試関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度大学院入試関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度大学入試センター試験 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 入試 総括 平成29年度入試関係（謝金） 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度ＴＡ関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 学生海外派遣・受入 平成29年度特別聴講学生 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教務委員会関係 教育学部学務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度学務委員会関係 教育学部学務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成29年度課程認定変更届 教育学部学務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成29年度入学生副免希望調査 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度非常勤講師関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度実地指導講師関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度集中講義関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度履修の手引関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 資格・試験 平成29年度転学部・転専攻関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 成績 平成29年度他大学等修得単位認定関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 成績 平成29年度九州地区８大学等単位互換関係 教育学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度物品使用簿 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度物品関係（不用報告，所属換，実査） 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 総括 平成30年度自家用車使用綴 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 総括 平成30年度謝金関係① 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 総括 平成30年度謝金関係②（科研費・外部資金） 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度現金出納帳 教育学部総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度現金領収書受払簿 教育学部総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度現金領収書原符 教育学部総務係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度郵便切手受払簿 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度予算（概算要求） 教育学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度収入計画書 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度決算 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度予算 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度監査 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度その他 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 公印 平成30年度公印使用簿 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 学術団体・会議 平成30年度日本教育大学協会 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 学術団体・会議 平成30年度日本教育大学協会各部門研究協議会 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 学術団体・会議 平成30年度日本教職大学院協会 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度科学技術研究調査 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度調査・報告関係 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 内部規則 平成30年度学部規程等関係 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度教授会・研究科委員会議事録① 教育学部総務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度教授会・研究科委員会議事録② 教育学部総務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度各種会議委員会関係綴 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度収発件名簿 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度法人文書管理 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成30年度年度計画・アクションプラン 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 通知 平成30年度通知・回答文書 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成30年度核燃料物質管理報告書関係綴 教育学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成30年度毒物・劇物関係綴 教育学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成30年度科学研究費補助金 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度外部資金 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 平成30年度研究倫理審査委員会議事録 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成30年度大学開放事業 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成30年度不動産監守計画・自衛消防隊編成表 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 施設 施設企画 不動産 平成30年度固定資産使用状況調査 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成30年度消防設備等点検結果報告書 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成30年度防災管理点検 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 人材育成 人事評価 平成30年度附属学校 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 人材育成 研修 平成30年度会議・説明会・研修会関係 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 任免 統括 平成30年度人事・給与関係 教育学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 任免 総括 平成30年度選挙関係 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 任免 非常勤職員等 平成30年度事務系職員関係 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 任免 非常勤職員等 平成30年度非常勤講師関係 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
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2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度出勤簿（教員・事務・非常勤講師） 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 兼業 平成30年度講師派遣関係 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿・旅行報告書① 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿・旅行報告書② 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿・旅行報告書③ 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿・旅行報告書④ 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿・旅行報告書⑤ 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿・旅行報告書⑥ 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度出張依頼 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度作業環境測定結果報告書 教育学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度被爆放射線量測定結果報告書　永久保存 教育学部総務係 2019年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2018年度 会計 総括 総括 平成30年度会計文書 教育学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度教務委員会関係 教育学部学務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度学務委員会関係 教育学部学務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度学生生活委員会 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度教育実習委員会 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度入試委員会 教育学部学務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 統計 調査統計 平成30年度調査関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度ＴＡ関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学位授与，学位論文 平成30年度大学院関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度成績原簿 教育学部学務係 2019年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度学籍簿 教育学部学務係 2019年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度休学・退学・除籍願 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度大学院受講届 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度受講届（前学期）15生 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度受講届（前学期）16生 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度受講届（前学期）17・18生 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度受講届（後学期）15生 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度受講届（後学期）16生 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度受講届（後学期）17・18生 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度非常勤講師関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度実地指導講師関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度集中講義関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度履修の手引関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度時間割関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度精神保健福祉援助実習 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度ソーシャルワーク実習 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度謝金講師 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度合宿研修 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 資格・試験 平成30年度公認心理師確認変更届 教育学部学務係 2019年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 資格・試験 平成30年4月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育学部学務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 資格・試験 平成30年7月　社会福祉士大学等確認申請変更届出書 教育学部学務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 資格・試験 平成30年4月　精神保健福祉士大学等確認変更届 教育学部学務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 資格・試験 平成30年度試験関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 資格・試験 平成30年度転学部・転専攻関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 成績 平成30年度他大学等修得単位認定関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 成績 平成30年度九州地区８大学等単位互換関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 非正規生 平成30年度科目等履修生 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 非正規生 平成30年度研究生 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成30年度課程認定変更届 教育学部学務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成30年度入学生副免希望調査 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 教員免許 平成30年度教員免許状申請 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成30年度母校実習（謝金） 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成30年度教育実習（主免・B）副免・基礎免 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成30年度教育実習個人調査票・教育実習成績 教育学部学務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成30年度教育実習事前事後指導 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成30年度教職入門ゼミ 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成30年度応用実習、展開ゼミ、教職実践演習 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成30年度介護等体験 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成30年度教育実習事前事後指導 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成30年度母校実習 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度個別学力検査（前期日程・後期日程） 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度推薦入試 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度大学院入試関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度大学入試センター試験 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 入試 総括 平成30年度入試関係（謝金） 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
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2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度授業料債権関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年免許状認定講習（特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業） 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2018年度 国際交流 国際交流 総括 平成30年度留学生関係 教育学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 平成31年度物品関係（不用報告，所属換，実査） 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 平成31年度自家用車使用綴 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 平成31年度謝金関係① 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 平成31年度謝金関係②（科研費・外部資金） 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 平成31年度現金出納帳 教育学部総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 平成31年度現金領収書受払簿 教育学部総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 平成31年度現金領収書原符 教育学部総務係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 平成31年度郵便切手受払簿 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 平成31年度予算（概算要求） 教育学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 平成31年度収入計画書 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 平成31年度決算 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 平成31年度予算配分 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成31年度監査 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 公印 平成31年度公印使用簿 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 平成31年度業務郵便物発送請求書① 教育学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 平成31年度業務郵便物発送請求書② 教育学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 学術団体・会議 平成31年度日本教育大学協会 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 学術団体・会議 平成31年度日本教育大学協会各部門研究協議会 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 学術団体・会議 平成31年度日本教職大学院協会 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 平成31年度科学技術研究調査 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 平成31年度調査・報告関係 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 法規 内部規則 平成31年度学部規程等関係 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度教授会・研究科委員会・教育学部門人事会議議事録① 教育学部総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度教授会・研究科委員会・教育学部門人事会議議事録② 教育学部総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度各種会議委員会関係綴 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 平成31年度収発件名簿 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 平成31年度法人文書管理 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 平成31年度年度計画・アクションプラン 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 通知 平成31年度通知・回答文書 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 平成31年度核燃料物質管理報告書関係綴 教育学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 平成31年度科学研究費補助金 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成31年度外部資金 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 平成31年度研究倫理審査委員会議事録 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 施設 施設企画 不動産 平成31年度固定資産（不動産）関係 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成31年度消防設備等点検結果報告書 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 手続・届出 平成31年度車両入講証交付願 教育学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 平成31年度防災管理点検 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 人材育成 人事評価 平成31年度附属学校 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 人材育成 研修 平成31年度研修願 教育学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 人材育成 研修 平成31年度会議・説明会・研修会関係 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 任免 統括 平成31年度人事・給与関係 教育学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 平成31年度選挙関係 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 任免 非常勤職員等 平成31年度事務系職員関係 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 任免 非常勤職員等 平成31年度非常勤講師関係 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度勤務時間報告 教育学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度休日の振替簿 教育学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度年次・特別休暇 教育学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度出勤簿（教員・事務・非常勤講師） 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 兼業 平成31年度講師派遣関係 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 兼業 平成31年度兼業関係 教育学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成31年度旅行命令簿・旅行報告書① 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成31年度旅行命令簿・旅行報告書② 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成31年度旅行命令簿・旅行報告書③ 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成31年度旅行命令簿・旅行報告書④ 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成31年度旅行命令簿・旅行報告書⑤ 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成31年度出張依頼 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 平成31年度安全衛生関係 教育学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 平成31年度被爆放射線量測定結果報告書　永久保存 教育学部総務係 2020年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2019年度 会計 総括 総括 平成31年度会計関係 教育学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度教務委員会関係・学務委員会関係 教育学部学務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度学生生活委員会 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度教育実習委員会 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度入試委員会 教育学部学務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
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2019年度 管理一般 統計 調査統計 平成31年度調査関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31年度ＴＡ関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学位授与，学位論文 平成31年度卒業関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学位授与，学位論文 平成31年度大学院関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 平成31年度成績原簿 教育学部学務係 2020年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2019年度 教育一般 教務 学籍管理 平成31年度学籍簿 教育学部学務係 2020年4月1日 無期限 電子 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2019年度 教育一般 教務 学籍管理 平成31年度休学・退学・除籍願 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 平成31年度大学院受講届 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 平成31年度証明書交付願① 教育学部学務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 平成31年度証明書交付願② 教育学部学務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 平成31年度履修登録確認表（前期）16・17生 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 平成31年度履修登録確認表（前期）18・19生 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 令和元年度履修登録確認表（後期）16・17生 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 令和元年度履修登録確認表（後期）18・19生 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成31年度非常勤講師関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成31年度実地指導講師関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成31年度集中講義関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成31年度履修の手引関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成31年度時間割関係（前期） 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成31年度時間割関係（後期） 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成31年度教養教育科目関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成31年度シラバス関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成31年度謝金講師 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成31年度合宿研修 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 資格・試験 平成31年度公認心理師確認変更届 教育学部学務係 2020年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 資格・試験 令和元年度精神保健福祉士確認申請書類 教育学部学務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 資格・試験 平成31年度試験関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 資格・試験 平成31年度転学部・転専攻関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 成績 平成31年度他大学等修得単位認定関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 成績 平成31年度８大学等単位互換関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 非正規生 平成31年度科目等履修生 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教育免許 教員免許 令和元年度課程認定変更届・取下届（学部・研究科） 教育学部学務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教育免許 教員免許 平成31年度入学生副免希望調査 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許 教員免許 平成31年度教員免許申請 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成31年度教育実習（主免・基礎免・副免・実習B） 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成31年度教育実習個人調査票・成績評価表① 教育学部学務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成31年度教育実習個人調査票・成績評価表② 教育学部学務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成31年度教育実習事前事後指導 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成31年度教職入門ゼミ 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教育免許 教育実習 平成31年度応用実習、展開ゼミ、教職実践演習 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許 教育実習 平成31年度介護等体験 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 令和2年度個別学力検査（前期日程・後期日程） 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 令和2年度推薦入試（令和元年度実施） 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 令和2年度大学院入試（令和元年度実施） 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 令和2年度大学入試センター試験 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 入試 総括 平成31年度入試関係（謝金） 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 平成31年度教職大学院関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 平成31年度授業料債権関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成31年免許状認定講習（特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業） 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2019年度 国際交流 国際交流 総括 平成31年度留学生関係 教育学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度教務委員会関係・学務委員会関係 教育学部学務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度学生生活委員会 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度教育実習委員会 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度入試委員会 教育学部学務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度ＴＡ関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学位授与，学位論文 令和2年度大学院関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学位授与，学位論文 令和2年度卒業関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和2年度履修登録確認表（前期）17・18生 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和2年度履修登録確認表（前期）19・20生 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和2年度履修登録確認表（後期）17・18生 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和2年度履修登録確認表（後期）19・20生 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和2年度休学・退学・除籍願 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和2年度証明書交付願① 教育学部学務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和2年度証明書交付願② 教育学部学務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度シラバス関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
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2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度教養教育科目関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度謝金講師 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度非常勤講師関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度実地指導講師関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度集中講義関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和2年度履修の手引関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 資格・試験 令和2年度試験関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 資格・試験 令和2年度転学部・転専攻関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 成績 令和2年度８大学等単位互換関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 非正規生 令和2年度科目等履修生 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和2年度教職大学院関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教育免許 教育実習 令和2年度教育実習事前・事後指導 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教育免許 教育実習 令和2年度教職入門ゼミ 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教育免許 教育実習 令和2年度教育実習（主免・基礎免・副免） 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教育免許 教育実習 令和2年度応用実習、教職展開ゼミ 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教員免許 教育実習 令和2年度介護等体験 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教員免許 教育実習 令和2年度教育実習個人調査票・成績評価表 教育学部学務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教員免許 教員免許 令和2年度教員免許申請 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教育免許 教員免許 令和2年度入学生主免２・副免登録関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和3年度個別学力検査（前期日程・後期日程）（令和2年度実施） 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和3年度推薦入試（令和2年度実施） 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和3年度大学院入試（令和2年度実施） 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 入試 総括 令和3年度大学入学共通テスト（令和2年度実施） 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 国際交流 国際交流 総括 令和2年度留学生関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度授業料債権関係 教育学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和2年度物品関係（不用報告，所属換，実査） 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和2年度自家用車使用綴 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和2年度謝金関係① 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和2年度謝金関係②（科研費・外部資金） 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 令和2年度郵便切手受払簿 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和2年度予算（概算要求） 教育学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和2年度収入計画書 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度決算 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和2年度予算配分 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和2年度監査 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 公印 令和2年度公印使用簿 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 令和2年度業務郵便物発送請求書① 教育学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 令和2年度業務郵便物発送請求書② 教育学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 学術団体・会議 令和2年度日本教育大学協会 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 学術団体・会議 令和2年度日本教育大学協会各部門研究協議会 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 学術団体・会議 令和2年度日本教職大学院協会 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度科学技術研究調査 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度調査・報告関係 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 法規 内部規則 令和2年度学部規程等関係 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度教授会・研究科委員会・教育学部門人事会議議事録① 教育学部総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度教授会・研究科委員会・教育学部門人事会議議事録② 教育学部総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度各種会議委員会関係 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度収発件名簿 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度法人文書管理 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和2年度年度計画・アクションプラン 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 通知 令和2年度通知・回答文書 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 令和2年度核燃料物質管理報告書関係綴 教育学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和2年度科学研究費補助金 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和2年度外部資金 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和2年度研究倫理審査委員会議事録 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 施設 施設企画 不動産 令和2年度固定資産（不動産）関係 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和2年度消防設備等点検結果報告書 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 手続・届出 令和2年度車両入講証交付願 教育学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和2年度防災管理点検 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 人材育成 人事評価 令和2年度附属学校 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 人材育成 研修 令和2年度研修願 教育学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 人材育成 研修 令和2年度会議・説明会・研修会関係 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 任免 統括 令和2年度人事・給与関係 教育学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 任免 総括 令和2年度選挙関係 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
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2020年度 人事 任免 非常勤職員等 令和2年度事務系職員関係 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 任免 非常勤職員等 令和2年度非常勤講師関係 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間報告 教育学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度休日の振替簿 教育学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度年次・特別休暇 教育学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度出勤簿（教員・事務・非常勤講師） 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 兼業 令和2年度講師派遣関係 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 兼業 令和2年度兼業関係① 教育学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 兼業 令和2年度兼業関係② 教育学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度旅行命令簿・旅行報告書① 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度出張依頼 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 健康 令和2年度安全衛生関係 教育学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 健康 令和2年度被爆放射線量測定結果報告書　永久保存 教育学部総務係 2021年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2020年度 会計 総括 総括 令和2年度会計関係 教育学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 人材育成 研修 令和2年度職員研修関係 教育学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 令和2年度毒物・劇物関係綴 教育学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 第3期中期計画・令和3年度計画及びアクションプラン 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 評価 評価 認証評価関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度教務委員会関係 教育学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度学生生活委員会 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度教育実習委員会 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度入試委員会 教育学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度調査関係綴① 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度調査関係綴② 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度調査関係綴③ 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度ＴＡ関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度授業料債権 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 総括 総括 令和3年度新型コロナウイルス関連学生対応① 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 移管
2021年度 教育一般 総括 総括 令和3年度新型コロナウイルス関連学生対応② 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 移管
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度教職大学院関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和3年度大分大学オンキャンパス・ジョブ制度 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度シラバス関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度教養教育科目関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度謝金講師 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度非常勤講師関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度実地指導講師関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度集中講義関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度履修の手引関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和3年度時間割・履修登録 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 成績 令和3年度単位互換・単位認定関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 資格・試験 令和3年度試験関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 資格・試験 令和3年度転学部・転専攻関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学位授与，学位論文 令和3年度大学院関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学位授与，学位論文 令和3年度卒業関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度履修登録確認表（前期）18・19生 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度履修登録確認表（前期）20・21生 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度履修登録確認表（後期）18生 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度履修登録確認表（後期）19生 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度履修登録確認表（後期）20生 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度履修登録確認表（後期）21生 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度大学院受講届 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度休学・退学・除籍 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度証明書交付願　１ 教育学部学務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度証明書交付願　２ 教育学部学務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 非正規生 令和3年度科目等履修生 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教育実習 令和3年度教育実習事前・事後指導 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教育実習 令和3年度教職入門ゼミ 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教育実習 令和3年度教育実習（主免・副免） 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教育実習 令和3年度基礎免実習・応用実習・教職展開ゼミ・教職実践演習 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教育実習 令和3年度介護等体験 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教育実習 令和3年度教育実習個人調査票・成績評価票 教育学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教員免許 令和3年度教員免許申請 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教員免許 令和3年度入学生主免２・副免登録関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和4年度（令和3年度実施）一般選抜（前期日程・後期日程） 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和4年度（令和3年度実施）学校推薦型選抜・総合型選抜 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 入試 総括 令和4年度（令和3年度実施）大学院入試 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
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2021年度 教育一般 入試 総括 令和4年度（令和3年度実施）大学入学共通テスト 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 国際交流 国際交流 総括 令和3年度留学生関係 教育学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部学務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度物品関係（不用報告，所属換，実査） 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度自家用車使用綴 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度謝金関係① 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度謝金関係②（科研費・外部資金） 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 令和3年度郵便切手受払簿 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度予算（概算要求） 教育学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度決算 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度予算配分 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和3年度監査 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 公印 令和3年度公印使用簿 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 令和3年度業務郵便物発送請求書① 教育学部総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 令和3年度業務郵便物発送請求書② 教育学部総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 学術団体・会議 令和3年度日本教育大学協会 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 学術団体・会議 令和3年度日本教育大学協会各部門研究協議会 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 学術団体・会議 令和3年度日本教職大学院協会 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度科学技術研究調査 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度報告・回答文書① 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度報告・回答文書② 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和3年度学部規程等関係 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度教授会・研究科委員会・教育学部門人事会議議事録① 教育学部総務係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度教授会・研究科委員会・教育学部門人事会議議事録② 教育学部総務係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度各種会議委員会関係 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度収発件名簿 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度法人文書管理 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 目標・計画 目標・計画 令和3年度年度計画・アクションプラン 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 令和3年度核燃料物質管理報告書関係綴 教育学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 研究資金 競争的資金 令和3年度科学研究費補助金 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和3年度外部資金 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 令和3年度研究倫理審査委員会議事録 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 施設 施設企画 不動産 令和3年度固定資産（不動産）関係 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和3年度消防設備等点検結果報告書 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 手続・届出 令和3年度車両入講証交付願 教育学部総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 維持・管理・点検 令和3年度防災管理点検 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 人材育成 人事評価 令和3年度附属学校 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 人材育成 研修 令和3年度研修願 教育学部総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 人材育成 研修 令和3年度会議・説明会・研修会関係 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 任免 統括 令和3年度人事・給与関係 教育学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 任免 総括 令和3年度選挙関係 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 任免 非常勤職員等 令和3年度事務系職員関係 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 任免 非常勤職員等 令和3年度非常勤講師関係 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間報告 教育学部総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度振替簿 教育学部総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度年次・特別休暇 教育学部総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度出勤簿（教員・事務・非常勤講師） 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和3年度講師派遣関係 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和3年度兼業関係① 教育学部総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行命令簿・旅行報告書① 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和3年度講師委嘱 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 令和3年度安全衛生関係 教育学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 令和3年度被爆放射線量測定結果報告書　永久保存 教育学部総務係 2022年4月1日 無期限 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長

2021年度 会計 総括 総括 令和3年度会計関係 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 人材育成 研修 令和3年度職員研修関係 教育学部総務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 規制物質等 その他物質・薬物・毒劇物等 令和3年度毒物・劇物関係綴 教育学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 総括 共催・後援 令和3年度協賛・後援名義使用 教育学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教育学部総務係 教育学部事務部 教育学部事務長 廃棄
1974年度 （旧）附属学校 広報 附属学校史料 沿革史(特） 附属特別支援学校 1975年4月1日 無期限 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 -
1981年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 昭和56年度以降除籍簿(特) 附属特別支援学校 1982年4月1日 無期限 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 -
1981年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 昭和56年度以降除籍簿(小) 附属小学校 1982年4月1日 無期限 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
1981年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 昭和56年度以降除籍簿(中) 附属中学校 1982年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
1981年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 昭和56年度以降除籍簿(幼) 附属幼稚園 1982年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
1983年度 （旧）附属学校 広報 附属学校史料 沿革誌(小） 附属小学校 1984年4月1日 無期限 紙 小学校校長室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
1990年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 平成2年度以降教育課程(特） 附属特別支援学校 1991年4月1日 無期限 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 -
1990年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 平成2年度以降幼稚園経営（幼） 附属幼稚園 1991年4月1日 無期限 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
1991年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 平成3年度以降教育課程(小） 附属小学校 1992年4月1日 無期限 紙 小学校研修室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
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1991年度 （旧）附属学校 広報 附属学校史料 沿革誌(幼） 附属幼稚園 1992年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
1995年度 （旧）附属学校 研究・実習 研究 平成7年度以降出版本(特） 附属特別支援学校 1996年4月1日 無期限 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 -
1997年度 附属学校 教務 学籍 平成9年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 1998年4月1日 25年 2023年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
1998年度 附属学校 教務 学籍 平成10年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 1999年4月1日 25年 2024年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
1998年度 （旧）附属学校 研究・実習 研究 平成10年度以降出版本(小） 附属小学校 1999年4月1日 無期限 紙 小学校研究主任室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
1999年度 附属学校 教務 学籍 平成11年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2000年4月1日 25年 2025年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2000年度 附属学校 教務 学籍 平成12年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2001年4月1日 22年 2023年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2000年度 附属学校 教務 学籍 平成12年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2001年4月1日 25年 2026年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2000年度 附属学校 教務 学籍 平成12年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2001年4月1日 22年 2023年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2001年度 附属学校 教務 学籍 平成13年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2002年4月1日 22年 2024年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2001年度 附属学校 教務 学籍 平成13年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2002年4月1日 25年 2027年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2001年度 附属学校 教務 学籍 平成13年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2002年4月1日 22年 2024年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2002年度 附属学校 教務 学籍 平成14年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2003年4月1日 22年 2025年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2002年度 附属学校 教務 学籍 平成14年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2003年4月1日 25年 2028年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2002年度 附属学校 教務 学籍 平成14年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2003年4月1日 22年 2025年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2002年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 平成14年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2002年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 平成14年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2002年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 平成14年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2003年度 附属学校 教務 学籍 平成15年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2004年4月1日 22年 2026年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2003年度 附属学校 教務 学籍 平成15年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2004年4月1日 25年 2029年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2003年度 附属学校 教務 学籍 平成15年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2004年4月1日 22年 2026年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2003年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 平成15年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2003年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 平成15年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2003年度 （旧）附属学校 教務・入試 教務 平成15年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2004年度 附属学校 教務 学籍 平成16年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2005年4月1日 22年 2027年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2004年度 附属学校 教務 学籍 平成16年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2005年4月1日 25年 2030年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2004年度 附属学校 教務 学籍 平成16年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2005年4月1日 22年 2027年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2004年度 教務・入試 平成16年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2004年度 教務・入試 平成16年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2004年度 教務・入試 平成16年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2005年度 附属学校 教務 学籍 平成17年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2006年4月1日 22年 2028年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2005年度 附属学校 教務 学籍 平成17年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2006年4月1日 25年 2031年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2005年度 附属学校 教務 学籍 平成17年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2006年4月1日 22年 2028年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2005年度 教務・入試 平成17年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2005年度 教務・入試 平成17年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2005年度 教務・入試 平成17年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2006年度 附属学校 教務 学籍 平成18年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2007年4月1日 22年 2029年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2006年度 附属学校 教務 学籍 平成18年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2007年4月1日 25年 2032年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2006年度 附属学校 教務 学籍 平成18年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2007年4月1日 22年 2029年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2006年度 教務・入試 平成18年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2006年度 教務・入試 平成18年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2007年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2006年度 総括 平成18年度学校日誌（中） 附属中学校 2007年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2006年度 広報 平成18年度学校要覧(中） 附属中学校 2007年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2006年度 教務・入試 平成18年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2006年度 教務・入試 平成18年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2006年度 教務・入試 平成18年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2007年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2006年度 総括 平成18年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2007年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2007年度 附属学校 教務 学籍 平成19年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2008年4月1日 22年 2030年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2007年度 附属学校 教務 学籍 平成19年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2008年4月1日 25年 2033年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2007年度 附属学校 教務 学籍 平成19年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2008年4月1日 22年 2030年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2007年度 教務・入試 平成19年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2007年度 教務・入試 平成19年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2008年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2007年度 総括 平成19年度学校日誌（中） 附属中学校 2008年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2007年度 広報 平成19年度学校要覧(中） 附属中学校 2008年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2007年度 教務・入試 平成19年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2007年度 教務・入試 平成19年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2007年度 教務・入試 平成19年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2008年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2007年度 総括 平成19年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2008年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2008年度 附属学校 教務 学籍 平成20年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2009年4月1日 22年 2031年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2008年度 附属学校 教務 学籍 平成20年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2009年4月1日 25年 2034年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2008年度 附属学校 教務 学籍 平成20年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2009年4月1日 22年 2031年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2008年度 教務・入試 平成20年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2008年度 研究・実習 平成20年度研究紀要(小) 附属小学校 2009年4月1日 無期限 紙 小学校研究主任室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
2008年度 研究・実習 平成20年度研究紀要(中) 附属中学校 2009年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2008年度 教務・入試 平成20年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2009年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2008年度 総括 平成20年度学校日誌（中） 附属中学校 2009年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2008年度 広報 平成20年度学校要覧(中） 附属中学校 2009年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2008年度 教務・入試 平成20年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2008年度 教務・入試 平成20年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄

291/328



国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2008年度 教務・入試 平成20年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2009年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2008年度 総括 平成20年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2009年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2009年度 附属学校 教務 学籍 平成21年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2010年4月1日 22年 2032年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2009年度 附属学校 教務 学籍 平成21年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2010年4月1日 25年 2035年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2009年度 附属学校 教務 学籍 平成21年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2010年4月1日 22年 2032年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2009年度 教務・入試 平成21年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2009年度 研究・実習 平成21年度研究紀要(小) 附属小学校 2010年4月1日 無期限 紙 小学校研究主任室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
2009年度 研究・実習 平成21年度研究紀要(中) 附属中学校 2010年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2009年度 教務・入試 平成21年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2010年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2009年度 総括 平成21年度学校日誌（中） 附属中学校 2010年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2009年度 広報 平成21年度学校要覧(中） 附属中学校 2010年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2009年度 教務・入試 平成21年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2009年度 教務・入試 平成21年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2009年度 教務・入試 平成21年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2010年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2009年度 総括 平成21年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2010年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2010年度 附属学校 教務 学籍 平成22年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2011年4月1日 22年 2033年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2010年度 附属学校 教務 学籍 平成22年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2011年4月1日 25年 2036年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2010年度 附属学校 教務 学籍 平成22年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2011年4月1日 22年 2033年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2010年度 教務・入試 平成22年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2010年度 研究・実習 平成22年度研究紀要(小) 附属小学校 2011年4月1日 無期限 紙 小学校研究主任室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
2010年度 研究・実習 平成22年度研究紀要(中) 附属中学校 2011年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2010年度 教務・入試 平成22年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2011年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2010年度 総括 平成22年度学校日誌（中） 附属中学校 2011年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2010年度 広報 平成22年度学校要覧(中） 附属中学校 2011年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2010年度 教務・入試 平成22年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2010年度 教務・入試 平成22年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2010年度 教務・入試 平成22年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2011年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2010年度 総括 平成22年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2011年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2011年度 附属学校 教務 学籍 平成23年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2012年4月1日 22年 2034年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2011年度 附属学校 教務 学籍 平成23年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2012年4月1日 25年 2037年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2011年度 附属学校 教務 学籍 平成23年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2012年4月1日 22年 2034年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2011年度 附属学校 教務 学籍 平成23年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2011年度 研究 研究 総括 平成23年度研究紀要(小) 附属小学校 2012年4月1日 無期限 紙 小学校研究主任室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
2011年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成23年度学校要覧(中） 附属中学校 2012年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2011年度 研究 研究 総括 平成23年度研究紀要(中) 附属中学校 2012年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2011年度 附属学校 教務 学籍 平成23年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2011年度 附属学校 教務 学籍 平成23年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2012年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2011年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成23年度学校日誌（中） 附属中学校 2012年4月1日 無期限 紙 中学校職員室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2011年度 附属学校 教務 学籍 平成23年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2011年度 附属学校 教務 学籍 平成23年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2012年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2011年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成23年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2012年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2012年度 附属学校 教務 学籍 平成24年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2013年4月1日 22年 2035年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2012年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成24年度小学部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2012年度 附属学校 教務 学籍 平成24年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2013年4月1日 25年 2037年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2012年度 附属学校 教務 学籍 平成24年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2013年4月1日 22年 2035年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2012年度 附属学校 教務 学籍 平成24年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2012年度 研究 研究 総括 平成24年度研究紀要(小) 附属小学校 2013年4月1日 無期限 紙 小学校研究主任室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
2012年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成24年度学校要覧(中） 附属中学校 2013年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2012年度 研究 研究 総括 平成24年度研究紀要(中) 附属中学校 2013年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2012年度 附属学校 教務 学籍 平成24年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2012年度 附属学校 教務 学籍 平成24年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2013年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2012年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成24年度学校日誌（中） 附属中学校 2013年4月1日 無期限 紙 中学校職員室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2012年度 附属学校 教務 学籍 平成24年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2013年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2012年度 附属学校 教務 学籍 平成24年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2013年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2012年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成24年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2013年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2013年度 附属学校 教務 学籍 平成25度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2014年4月1日 22年 2036年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2013年度 附属学校 教務 学籍 平成25年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2014年4月1日 22年 2036年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2013年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成25年度小学部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2013年度 附属学校 教務 学籍 平成25年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2014年4月1日 25年 2039年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2013年度 附属学校 教務 学籍 平成25年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2013年度 研究 研究 総括 平成25年度研究紀要(小) 附属小学校 2014年4月1日 無期限 紙 小学校研究主任室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
2013年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成25年度学校要覧(中） 附属中学校 2014年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2013年度 研究 研究 総括 平成25年度研究紀要(中) 附属中学校 2014年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2013年度 附属学校 教務 学籍 平成25年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2013年度 附属学校 教務 学籍 平成25年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2014年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2013年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成25年度学校日誌（中） 附属中学校 2014年4月1日 無期限 紙 中学校職員室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2013年度 附属学校 教務 学籍 平成25年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2013年度 附属学校 教務 学籍 平成25年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2014年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2013年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成25年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2014年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
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2014年度 附属学校 教務 学籍 平成26年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2015年4月1日 22年 2037年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2014年度 附属学校 教務 学籍 平成26年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2015年4月1日 22年 2037年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2014年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成26年度小学部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2014年度 附属学校 教務 学籍 平成26年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2015年4月1日 25年 2040年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2014年度 人事 任免 非常勤職員等 平成26年度非常勤講師 附属学校庶務係 2015年4月1日 無期限 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 -
2014年度 . 任免 非常勤職員等 平成26年度非常勤職員 附属学校庶務係 2015年4月1日 無期限 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 -
2014年度 附属学校 教務 学籍 平成26年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2014年度 研究 研究 総括 平成26年度研究紀要(小) 附属小学校 2015年4月1日 無期限 紙 小学校研究主任室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
2014年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成26年度学校要覧(中） 附属中学校 2015年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2014年度 研究 研究 総括 平成26年度研究紀要(中) 附属中学校 2015年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2014年度 附属学校 教務 学籍 平成26年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2014年度 附属学校 教務 学籍 平成26年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2015年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2014年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成26年度学校日誌（中） 附属中学校 2015年4月1日 無期限 紙 中学校職員室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2014年度 附属学校 教務 学籍 平成26年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2014年度 附属学校 教務 学籍 平成26年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2015年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2014年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成26年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2015年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2015年度 附属学校 教務 学籍 平成27年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2016年4月1日 22年 2038年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2015年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成27年度高等部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2015年度 附属学校 教務 学籍 平成27年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2016年4月1日 22年 2038年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2015年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成27年度小学部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2015年度 附属学校 教務 学籍 平成27年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2016年4月1日 25年 2041年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2015年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成27年度中学部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育福祉科学部長 廃棄
2015年度 附属学校 教務 学籍 平成27年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育福祉科学部長 廃棄
2015年度 研究 研究 総括 平成27年度研究紀要(小) 附属小学校 2016年4月1日 無期限 紙 小学校研究主任室 附属小学校 教育福祉科学部長 -
2015年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成27年度学校要覧(中） 附属中学校 2016年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2015年度 研究 研究 総括 平成27年度研究紀要(中) 附属中学校 2016年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2015年度 附属学校 教務 学籍 平成27年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 廃棄
2015年度 附属学校 教務 学籍 平成27年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2016年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2015年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成27年度学校日誌（中） 附属中学校 2016年4月1日 無期限 紙 中学校職員室 附属中学校 教育福祉科学部長 -
2015年度 附属学校 教務 学籍 平成27年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 廃棄
2015年度 附属学校 教務 学籍 平成27年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2016年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2015年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成27年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2016年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育福祉科学部長 -
2016年度 附属学校 教務 学籍 平成28年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2017年4月1日 22年 2039年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2016年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成28年度高等部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2016年度 附属学校 教務 学籍 平成28年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2017年4月1日 22年 2039年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2016年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成28年度小学部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2016年度 附属学校 教務 学籍 平成28年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2017年4月1日 25年 2042年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2016年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成28年度中学部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2016年度 附属学校 教務 学籍 平成28年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2016年度 附属学校 教務 学籍 平成28年度児童名簿(小） 附属小学校 2017年4月1日 在学中 2023年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2016年度 研究 研究 総括 平成28年度研究紀要(小) 附属小学校 2017年4月1日 無期限 紙 小学校研究主任室 附属小学校 教育学部長 -
2016年度 附属学校 管理運営 総括 平成28年度小・中・幼連絡進学会(小） 附属小学校 2017年4月1日 在学中 2023年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2016年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成28年度学校要覧(中） 附属中学校 2017年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2016年度 研究 研究 総括 平成28年度研究紀要(中) 附属中学校 2017年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育学部長 -
2016年度 附属学校 教務 学籍 平成28年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2016年度 附属学校 教務 学籍 平成28年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2017年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2016年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成28年度学校日誌（中） 附属中学校 2017年4月1日 無期限 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 -
2016年度 附属学校 教務 学籍 平成28年度児童・生徒名簿(特・小学部） 附属特別支援学校 2017年4月1日 在学中 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2016年度 附属学校 教務 学籍 平成28年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2016年度 附属学校 教務 学籍 平成28年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2017年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 -
2016年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成28年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2017年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 -
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 22年 2040年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成29年度高等部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 22年 2040年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成29年度小学部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 25年 2043年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成29年度中学部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 会計 総括 総括 平成29年度高等学校等就学支援金関係 附属学校会計係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 物品使用簿 附属学校会計係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 平成29年度委嘱伺・実施報告書 附属学校会計係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度現金出納簿 附属学校会計係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 総括 平成29年度現金領収証書原符 附属学校会計係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 資金管理 資金管理 平成29年度債権発生通知書・調査確認書 附属学校会計係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 平成29年度特殊教育就学奨励費関係 附属学校会計係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 平成29年度日本スポーツ振興センター関係 附属学校会計係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 会計 資産 不動産 平成29年度不動産管理関係 附属学校会計係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 郵便 平成29年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(事務） 附属学校会計係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令・依頼簿・報告書(事務） 附属学校会計係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度出勤簿(事務） 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
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2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度衛生委員会 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 平成29年度学校基本調査 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度基準給与簿 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度勤務時間報告書（事務） 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度週休日の振替・代休日指定簿 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度超過勤務命令簿 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 任免 非常勤職員等 平成29年度非常勤講師 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 任免 非常勤職員等 平成29年度非常勤職員 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度病休・欠勤等状況調査月報（事務） 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 平成29年度附属学校調査 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度文書(事務） 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度文書収発件名簿(事務） 附属学校庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成29年度指導要録（指導に関する記録）(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度児童名簿(小） 附属小学校 2018年4月1日 在学中 2024年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成29年度出席簿(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 学校給食 平成29年度給食日誌(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校給食室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 研究 研究 総括 平成29年度研究紀要(小) 附属小学校 2018年4月1日 無期限 紙 小学校研究主任室 附属小学校 教育学部長 -
2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度教科書採択関係(小) 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度小・中・幼連絡進学会(小） 附属小学校 2018年4月1日 在学中 2024年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度教科用図書関係(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度勤務時間割振(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度県関係文書(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度市関係文書(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度週休日の振替・代休日指定簿 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度卒業証書授与台帳（小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 入学試験 平成29年度転入学関係(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 入学試験 平成29年度入学者台帳（小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 入学試験 平成29年度入学選抜関係(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度病休・欠勤等状況調査月報（小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 郵便 平成29年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行報告書(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令・依頼簿(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成29年度学校日誌（小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成29年度学校要覧(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成29年度授業時間割(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 生活指導 平成29年度健康安全指導関係(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校保健室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 健康 平成29年度健康診断票(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 小学校保健室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度出勤簿(小） 附属小学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 入学試験 平成29年度転入学関係(中） 附属中学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 中学校校長室，事務室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成29年度学校要覧(中） 附属中学校 2018年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2017年度 研究 研究 総括 平成29年度研究紀要(中) 附属中学校 2018年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育学部長 -
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成29年度指導要録（指導に関する記録）(中） 附属中学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2018年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2017年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成29年度学校日誌（中） 附属中学校 2018年4月1日 無期限 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 -
2017年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成29年度授業時間割(中） 附属中学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成29年度出席簿・後期(中） 附属中学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成29年度出席簿・前期(中） 附属中学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 健康 平成29年度健康診断票（一般）(中） 附属中学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 中学校保健室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 健康 平成29年度健康診断票（歯・口腔）(中） 附属中学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 中学校保健室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度出勤簿(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成29年度学校日誌(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 健康 平成29年度健康診断票(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成29年度出席簿(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度卒業者台帳(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 入学試験 平成29年度転入学関係(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 学校給食 平成29年度給食日誌(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度県関係文書(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度市関係文書(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度週休日の振替・代休日指定簿 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度病休・欠勤等状況調査月報（特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度文書収発件名簿(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 郵便 平成29年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行報告書(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令・依頼簿(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度教科用図書関係(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校小，中学部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
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2017年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成29年度学校要覧(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成29年度学習発表会関係(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 生活指導 平成29年度健康安全指導関係(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度児童・生徒名簿(特・小学部） 附属特別支援学校 2018年4月1日 在学中 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成29年度授業時間割(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度入学者台帳(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 生活指導 平成29年度防災安全指導関係(特） 附属特別支援学校 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度出勤簿(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成29年度指導の記録(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 -
2017年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成29年度出席簿(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度幼児健康診断票（幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成29年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 -
2017年度 管理一般 広報 総括 平成29年度幼稚園概要（幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度勤務時間割振(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度県関係文書(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 管理運営 総括 平成29年度市関係文書(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度週休日の振替・代休日指定簿 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 学籍 平成29年度入園者台帳（幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 入学試験 平成29年度入園選考関係(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度病休・欠勤等状況調査月報（幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度文書収発件名簿(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 附属学校 教務 生活指導 平成29年度防災安全指導関係(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 郵便 平成29年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行報告書(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令・依頼簿(幼） 附属幼稚園 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度中学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 22年 2041年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成30年度高等部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度高等部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 22年 2041年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成30年度小学部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度小学部入学生指導要録（学籍に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 25年 2044年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成30年度中学部入学生指導要録（指導に関する記録）（特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 会計 総括 総括 平成30年度高等学校等就学支援金関係 附属学校会計係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 物品使用簿 附属学校会計係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度現金出納簿 附属学校会計係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 総括 平成30年度現金領収証書原符 附属学校会計係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 資金管理 資金管理 平成30年度債権発生通知書・調査確認書 附属学校会計係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 平成30年度特殊教育就学奨励費関係 附属学校会計係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 平成30年度日本スポーツ振興センター関係 附属学校会計係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 会計 資産 不動産 平成30年度不動産管理関係 附属学校会計係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度出勤簿(事務） 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 平成30年度委嘱伺・実施報告書 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度衛生委員会 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 平成30年度学校基本調査 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度基準給与簿 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度勤務時間報告書（事務） 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度週休日の振替・代休日指定簿 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度超過勤務命令簿 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 任免 非常勤職員等 平成30年度非常勤講師 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 任免 非常勤職員等 平成30年度非常勤職員 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度病休・欠勤等状況調査月報（事務） 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 平成30年度附属学校調査 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度文書(事務） 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度文書収発件名簿(事務） 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 郵便 平成30年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(事務） 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令・依頼簿・報告書(事務） 附属学校庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2018年度 研究 研究 総括 平成30年度研究紀要(小) 附属小学校 2019年4月1日 無期限 紙 小学校会議室 附属小学校 教育学部長 -
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成30年度指導要録（指導に関する記録）(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度児童名簿(小） 附属小学校 2019年4月1日 在学中 2025年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成30年度出席簿(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 学校給食 平成30年度給食日誌(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校給食室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度教科書採択関係(小) 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度小・中・幼連絡進学会(小） 附属小学校 2019年4月1日 在学中 2024年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度教科用図書関係(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度勤務時間割振(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
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2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度県関係文書(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度市関係文書(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度週休日の振替・代休日指定簿 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度卒業証書授与台帳（小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 入学試験 平成30年度転入学関係(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 入学試験 平成30年度入学者台帳（小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 入学試験 平成30年度入学選抜関係(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度病休・欠勤等状況調査月報（小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 郵便 平成30年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行報告書(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令・依頼簿(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成30年度学校日誌（小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成30年度学校要覧(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成30年度授業時間割(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 生活指導 平成30年度健康安全指導関係(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校保健室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度健康診断票(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 小学校保健室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度出勤簿(小） 附属小学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 入学試験 平成30年度転入学関係(中） 附属中学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 中学校校長室，事務室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成30年度学校要覧(中） 附属中学校 2019年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2018年度 研究 研究 総括 平成30年度研究紀要(中) 附属中学校 2019年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育学部長 -
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成30年度指導要録（指導に関する記録）(中） 附属中学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2019年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2018年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成30年度学校日誌（中） 附属中学校 2019年4月1日 無期限 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 -
2018年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成30年度授業時間割(中） 附属中学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成30年度出席簿・後期(中） 附属中学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成30年度出席簿・前期(中） 附属中学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度健康診断票（一般）(中） 附属中学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 中学校保健室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度健康診断票（歯・口腔）(中） 附属中学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 中学校保健室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度出勤簿(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成30年度学校日誌(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 健康 平成30年度健康診断票(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成30年度出席簿(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度卒業者台帳(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 入学試験 平成30年度転入学関係(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 学校給食 平成30年度給食日誌(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度県関係文書(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度市関係文書(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度週休日の振替・代休日指定簿 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度病休・欠勤等状況調査月報（特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度文書収発件名簿(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 郵便 平成30年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行報告書(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令・依頼簿(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度教科用図書関係(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校小，中学部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 平成30年度学校要覧(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成30年度学習発表会関係(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 生活指導 平成30年度健康安全指導関係(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度児童・生徒名簿(特・小学部） 附属特別支援学校 2019年4月1日 在学中 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 カリキュラム 平成30年度授業時間割(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度入学者台帳(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 生活指導 平成30年度防災安全指導関係(特） 附属特別支援学校 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度出勤簿(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成30年度指導の記録(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 -
2018年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成30年度出席簿(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度幼児健康診断票（幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成30年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 -
2018年度 管理一般 広報 総括 平成30年度幼稚園概要（幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度勤務時間割振(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度県関係文書(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 管理運営 総括 平成30年度市関係文書(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度週休日の振替・代休日指定簿 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 学籍 平成30年度入園者台帳（幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 入学試験 平成30年度入園選考関係(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度病休・欠勤等状況調査月報（幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
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2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度文書収発件名簿(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 附属学校 教務 生活指導 平成30年度防災安全指導関係(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 郵便 平成30年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行報告書(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令・依頼簿(幼） 附属幼稚園 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度週休日の振替・代休日指定簿 附属中学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 令和元年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(中） 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 2019年度高等学校等就学支援金関係 附属学校会計係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 2019年度予算要求関係 附属学校会計係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 2019年度消防計画/防火管理 附属学校会計係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 資産 不動産 2019年度不動産監守計画 附属学校会計係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 2019年度債権発生通知書・調査確認書 附属学校会計係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 2019年度現金出納簿 附属学校会計係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 2019年度現金領収証書原符 附属学校会計係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 2019年度特殊教育就学奨励費関係 附属学校会計係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 2019年度日本スポーツ振興センター関係 附属学校会計係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 物品管理（寄付・不用の報告） 附属学校会計係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 教員免許状更新講習受講対象者及び受講状況の把握 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度法人文書ファイル管理簿・廃棄簿・データ票 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 平成31年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査について 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 病休・欠勤等状況調査月報（事務） 附属学校庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 管理運営 総括 令和元年度教員養成学部及び附属学校調査について 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年度自家用車業務使用申請書 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年度タクシー乗車券受払簿 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度中・高連絡会 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度四校園関係 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 福利厚生 災害補償 令和元年度労災関係 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年度委嘱伺・実施報告書 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度衛生委員会 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度学校教員統計調査 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度学校基本調査 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年度基準給与簿 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度休暇簿(事務） 附属学校庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度勤務時間報告書（事務） 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度週休日の振替・代休日指定簿 附属学校庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 令和元年度出勤簿(事） 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 任免 非常勤職員等 令和元年度非常勤講師 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 任免 非常勤職員等 令和元年度非常勤職員 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(事）　１ 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(事）　２ 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(事）　３ 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(事）　４ 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(事）　５ 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書収発件名簿(事） 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書収発件名簿(中） 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 令和元年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(事） 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令・依頼簿・報告書(事務） 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 研究 研究 総括 令和元年度研究図書，指導案(小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校会議室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 研究 研究 総括 令和元年度公開研究会関係（小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校会議室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和元年度指導要録（指導に関する記録）(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度児童名簿(小） 附属小学校 2020年4月1日 在学中 2026年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和元年度出席簿(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和元年度給食日誌(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校給食室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和元年度献立表(小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校給食室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度教科書採択関係(小) 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度小・中・幼連絡進学会(小） 附属小学校 2020年4月1日 在学中 2025年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度附属学校四校園連絡会(小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和元年度給食関係文書（小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度教科用図書関係(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度勤務時間割振(小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度県関係文書(小） 1 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度県関係文書(小） 2 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度市関係文書(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度週休日の振替・代休日指定簿 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和元年度人権教育関係(小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度卒業証書授与台帳（小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 入学試験 令和元年度転入学関係(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
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2019年度 附属学校 教務 入学試験 令和元年度入学者台帳（小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 入学試験 令和元年度入学選抜関係(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 令和元年度病休・欠勤等状況調査月報（小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 令和元年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行報告書(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令・依頼簿(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和元年度学校日誌（小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 令和元年度学校要覧(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和元年度授業時間割(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度修学旅行関係(小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度職員会議録(小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 生活指導 令和元年度生活指導関係(小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 生活指導 令和元年度健康安全指導関係(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校保健室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度健康診断票(小） 附属小学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 小学校保健室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 入学試験 令和元年度転入学関係(中） 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 中学校校長室，事務室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 令和元年度学校要覧(中） 附属中学校 2020年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2019年度 研究 研究 総括 令和元年度研究紀要(中) 附属中学校 2020年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育学部長 -
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和元年度指導要録（指導に関する記録）(中） 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2020年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度生徒指導用名簿（中） 附属中学校 2020年4月1日 在学中 2023年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和元年度学校日誌（中） 附属中学校 2020年4月1日 無期限 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 -
2019年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和元年度授業時間割(中） 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和元年度出席簿・後期(中） 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和元年度出席簿・前期(中） 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度小・中連絡進学会(中） 附属中学校 2020年4月1日 在学中 2023年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度健康診断票（一般）(中） 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 中学校保健室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度健康診断票（歯・口腔）(中） 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 中学校保健室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度出勤簿(中） 附属中学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度休暇簿(中） 附属中学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(中）　1 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(中）　１0 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(中）　１1 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(中）　2 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(中）　3 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(中）　4 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(中）　5 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(中）　6 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(中）　7 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(中）　8 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書(中）　9 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令・依頼簿・報告書(中） 附属中学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度休暇簿(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属特別支援学校 教育学部事務長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和元年度学校日誌(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 健康 令和元年度健康診断票(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和元年度出席簿(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度卒業者台帳(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 入学試験 令和元年度転入学関係(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 進路 令和元年度進路指導関係(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校高等部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 生活指導 令和元年度生活指導関係(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校高等部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和元年度給食関係文書(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和元年度給食日誌(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和元年度献立表(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度県関係文書(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度市関係文書(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度週休日の振替・代休日指定簿 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和元年度人権教育関係(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 令和元年度病休・欠勤等状況調査月報（特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書収発件名簿(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 令和元年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行報告書(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令・依頼簿(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度修学旅行関係(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校小，中，高等部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度教科用図書関係(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校小，中学部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 令和元年度学校要覧(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和元年度学習発表会関係(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 生活指導 令和元年度健康安全指導関係(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 研究 研究 総括 令和元年度研究図書，指導案(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
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2019年度 研究 研究 総括 令和元年度研究部提案綴(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 研究 研究 総括 令和元年度公開研究会関係(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度児童・生徒名簿(特・高等部） 附属特別支援学校 2020年4月1日 在学中 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度児童・生徒名簿(特・小学部） 附属特別支援学校 2020年4月1日 在学中 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度児童・生徒名簿(特・中学部） 附属特別支援学校 2020年4月1日 在学中 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和元年度授業時間割(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度入学者台帳(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度年間行事予定表(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度附属学校四校園連絡会(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 生活指導 令和元年度防災安全指導関係(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度連絡協議会(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 平成3１年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長
2019年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 平成3１年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長
2019年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和元年度指導の記録(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和元年度指導案（幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和元年度出席簿(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度幼児健康診断票（幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 管理一般 広報 総括 令和元年度幼稚園概要（幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和元年度園外保育関係（幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度勤務時間割振(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度県関係文書(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 研究 研究 総括 令和元年度公開研究会関係（幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度市関係文書(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度週休日の振替・代休日指定簿 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度職員会議録(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和元年度人権教育関係(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 学籍 令和元年度入園者台帳（幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 入学試験 令和元年度入園選考関係(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度年間行事予定表（幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 令和元年度病休・欠勤等状況調査月報（幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度附属学校四校園連絡会(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度文書収発件名簿(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 教務 生活指導 令和元年度防災安全指導関係(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 令和元年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行報告書(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行命令・依頼簿(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度連絡協議会(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度市教委就学援助制度関係 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度教科書用図書関係その一 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 附属学校 管理運営 総括 令和元年度教科書用図書関係その二 附属学校庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 令和元年度出勤簿(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属特別支援学校 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度出勤簿(小） 附属小学校 2020年4月1日 3年 2023年4月1日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度出勤簿(特） 附属特別支援学校 2020年4月1日 3年 2023年4月2日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度出勤簿(幼） 附属幼稚園 2020年4月1日 3年 2023年4月3日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 研究 研究 総括 令和2年度研究図書，指導案(小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校会議室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 研究 研究 総括 令和2年度公開研究会関係（小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校会議室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和2年度指導要録（指導に関する記録）(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度児童名簿(小） 附属小学校 2021年4月1日 在学中 2027年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和2年度出席簿(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和2年度給食日誌(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校給食室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和2年度献立表(小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校給食室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度教科書採択関係(小) 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度小・中・幼連絡進学会(小） 附属小学校 2021年4月1日 在学中 2027年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度附属学校四校園連絡会(小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和2年度給食関係文書（小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度教科用図書関係(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間割振(小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度県関係文書(小） 1 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度県関係文書(小） 2 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度市関係文書(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度週休日の振替・代休日指定簿 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和2年度人権教育関係(小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度卒業証書授与台帳（小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 入学試験 令和2年度転入学関係(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 入学試験 令和2年度入学者台帳（小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
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2020年度 附属学校 教務 入学試験 令和2年度入学選抜関係(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 令和2年度病休・欠勤等状況調査月報（小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 令和2年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度旅行報告書(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度旅行命令・依頼簿(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和2年度学校日誌（小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 令和2年度学校要覧(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和2年度授業時間割(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度修学旅行関係(小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度職員会議録(小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 生活指導 令和2年度生活指導関係(小） 附属小学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 生活指導 令和2年度健康安全指導関係(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校保健室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 健康 令和2年度健康診断票(小） 附属小学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 小学校保健室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 入学試験 令和2年度転入学関係(中） 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 中学校校長室，事務室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 令和2年度学校要覧(中） 附属中学校 2021年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2020年度 研究 研究 総括 令和2年度研究紀要(中) 附属中学校 2021年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育学部長 -
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和2年度指導要録（指導に関する記録）(中） 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2021年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度生徒指導用名簿（中） 附属中学校 2021年4月1日 在学中 2024年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和2年度学校日誌（中） 附属中学校 2021年4月1日 無期限 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 -
2020年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和2年度授業時間割(中） 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和2年度出席簿・後期(中） 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和2年度出席簿・前期(中） 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度小・中連絡進学会(中） 附属中学校 2021年4月1日 在学中 2024年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 健康 令和2年度健康診断票（一般）(中） 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 中学校保健室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 健康 令和2年度健康診断票（歯・口腔）(中） 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 中学校保健室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度休暇簿(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属特別支援学校 教育学部事務長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和2年度学校日誌(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 健康 令和2年度健康診断票(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和2年度出席簿(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度卒業者台帳(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 入学試験 令和2年度転入学関係(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 進路 令和2年度進路指導関係(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校高等部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 生活指導 令和2年度生活指導関係(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校高等部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和2年度給食関係文書(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和2年度給食日誌(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和2年度献立表(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度県関係文書(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度市関係文書(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度週休日の振替・代休日指定簿 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和2年度人権教育関係(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 令和2年度病休・欠勤等状況調査月報（特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書収発件名簿(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 令和2年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度旅行報告書(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度旅行命令・依頼簿(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度修学旅行関係(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校小，中，高等部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度教科用図書関係(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校小，中学部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 令和2年度学校要覧(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和2年度学習発表会関係(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 生活指導 令和2年度健康安全指導関係(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 研究 研究 総括 令和2年度研究図書，指導案(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 研究 研究 総括 令和2年度研究部提案綴(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 研究 研究 総括 令和2年度公開研究会関係(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度児童・生徒名簿(特・高等部） 附属特別支援学校 2021年4月1日 在学中 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度児童・生徒名簿(特・小学部） 附属特別支援学校 2021年4月1日 在学中 2026年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度児童・生徒名簿(特・中学部） 附属特別支援学校 2021年4月1日 在学中 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和2年度授業時間割(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度入学者台帳(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度年間行事予定表(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度附属学校四校園連絡会(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 生活指導 令和2年度防災安全指導関係(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度連絡協議会(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 令和2年度出勤簿(特） 附属特別支援学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属特別支援学校 教育学部事務長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長
2020年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和2年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長
2020年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和2年度指導の記録(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
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2020年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和2年度指導案（幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和2年度出席簿(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度幼児健康診断票（幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 管理一般 広報 総括 令和2年度幼稚園概要（幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和2年度園外保育関係（幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間割振(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度県関係文書(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 研究 研究 総括 令和2年度公開研究会関係（幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度市関係文書(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度週休日の振替・代休日指定簿 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度職員会議録(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和2年度人権教育関係(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 学籍 令和2年度入園者台帳（幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 入学試験 令和2年度入園選考関係(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度年間行事予定表（幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 令和2年度病休・欠勤等状況調査月報（幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度附属学校四校園連絡会(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書収発件名簿(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 生活指導 令和2年度防災安全指導関係(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 令和2年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度旅行報告書(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度旅行命令・依頼簿(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度連絡協議会(幼） 附属幼稚園 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2020年度 附属学校 文書 文書管理 令和2年度新型コロナウイルス感染症 附属幼稚園 2021年4月1日 無期限 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長
2020年度 管理一般 文書 文書管理 教員免許状更新講習受講対象者及び受講状況の把握 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度法人文書ファイル管理簿・廃棄簿・データ票 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査について 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 病休・欠勤等状況調査月報（事務） 附属学校庶務係 2021年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 管理運営 総括 令和2年度教員養成学部及び附属学校調査について 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和2年度自家用車業務使用申請書 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和2年度タクシー乗車券受払簿 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度中・高連絡会 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度四校園関係 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 福利厚生 災害補償 令和2年度人事関係 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和2年度委嘱伺・実施報告書 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度衛生委員会 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度学校教員統計調査 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度学校基本調査 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和2年度基準給与簿 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度休暇簿(事務） 附属学校庶務係 2021年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間報告書（事務） 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間報告（事務） 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度週休日の振替・代休日指定簿 附属学校庶務係 2021年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 令和2年度出勤簿(事） 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 任免 非常勤職員等 令和2年度非常勤講師 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 任免 非常勤職員等 令和2年度非常勤職員 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(事）　1 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(事）　2 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(事）　3 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(事）　4 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(事）　5 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(事）　6 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(事）　7 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(事）　8 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(事）　9 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(事）　10 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書収発件名簿(事） 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書収発件名簿(中） 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 令和2年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(事） 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度旅行命令・依頼簿・報告書(事務） 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度市教委就学援助制度関係 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度教科書用図書関係その一 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度教科書用図書関係その二 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 令和2年度児童生徒数 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 附属学校 管理運営 総括 王子キャンパス会議 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度週休日の振替・代休日指定簿 附属中学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 令和2年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(中） 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
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2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間報告（中） 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(中）　1 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(中）　2 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(中）　3 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(中）　4 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(中）　5 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(中）　6 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(中）　7 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(中）　8 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(中）　9 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(中）　１0 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度文書(中）　１1 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和2年度旅行命令・依頼簿・報告書(中） 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度証明書発行台帳 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 附属学校 教務 入学試験 令和2年度入学検査個人成績通知（情報開示） 附属中学校 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度コロナウイルス感染症関係 附属学校庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和2年度高等学校等就学支援金関係 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和2年度予算要求関係 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度消防計画/防火管理 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 資産 不動産 令和2年度不動産監守計画 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度債権発生通知書・調査確認書 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 令和2年度現金出納簿 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和2年度現金領収証書原符 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和2年度特別教育就学奨励費関係 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和2年度日本スポーツ振興センター関係 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 物品管理（寄付・不用の報告） 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 資金管理 資金管理 令和2年度寄附金受入関係 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 資金管理 資金管理 2019年度寄附金受入関係 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和2年度幼児無償化・施設等利用費 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 2019年度幼児無償化・施設等利用費 附属学校会計係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度出勤簿(中） 附属中学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度休暇簿(中） 附属中学校 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度運転日誌 附属学校会計係 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 研究 研究 総括 令和3年度研究図書，指導案(小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校会議室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 研究 研究 総括 令和3年度公開研究会関係（小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校会議室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度指導要録（学籍に関する記録）(小） 附属小学校 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度指導要録（指導に関する記録）(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度児童名簿(小） 附属小学校 2022年4月1日 在学中 2028年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和3年度出席簿(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校応接室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和3年度給食日誌(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校給食室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和3年度献立表(小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校給食室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度教科書採択関係(小) 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度小・中・幼連絡進学会(小） 附属小学校 2022年4月1日 在学中 2028年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度附属学校四校園連絡会(小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校校長室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和3年度給食関係文書（小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度教科用図書関係(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間割振(小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度県関係文書(小） 1 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度県関係文書(小） 2 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度市関係文書(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度週休日の振替・代休日指定簿 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度人権教育関係(小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度卒業証書授与台帳（小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 入学試験 令和3年度転入学関係(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 入学試験 令和3年度入学者台帳（小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 入学試験 令和3年度入学選抜関係(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 総括 令和3年度病休・欠勤等状況調査月報（小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 令和3年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行報告書(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行命令・依頼簿(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校事務室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和3年度学校日誌（小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 令和3年度学校要覧(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度授業時間割(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度修学旅行関係(小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度職員会議録(小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 生活指導 令和3年度生活指導関係(小） 附属小学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 小学校職員室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 生活指導 令和3年度健康安全指導関係(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校保健室 附属小学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 令和3年度健康診断票(小） 附属小学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 小学校保健室 附属小学校 教育学部長 廃棄
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2021年度 附属学校 教務 入学試験 令和3年度転入学関係(中） 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 中学校校長室，事務室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 令和3年度学校要覧(中） 附属中学校 2022年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2021年度 研究 研究 総括 令和3年度研究紀要(中) 附属中学校 2022年4月1日 無期限 紙 中学校研究室 附属中学校 教育学部長 -
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度指導要録（学籍に関する記録）(中） 附属中学校 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度指導要録（指導に関する記録）(中） 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度卒業者台帳（中） 附属中学校 2022年4月1日 無期限 紙 中学校校長室 附属中学校 教育学部長 -
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度生徒指導用名簿（中） 附属中学校 2022年4月1日 在学中 2025年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和3年度学校日誌（中） 附属中学校 2022年4月1日 無期限 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 -
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度授業時間割(中） 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和3年度出席簿・後期(中） 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和3年度出席簿・前期(中） 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度小・中連絡進学会(中） 附属中学校 2022年4月1日 在学中 2025年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 令和3年度健康診断票（一般）(中） 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 中学校保健室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 令和3年度健康診断票（歯・口腔）(中） 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 中学校保健室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度休暇簿(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属特別支援学校 教育学部事務長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和3年度学校日誌(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 令和3年度健康診断票(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和3年度出席簿(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度卒業者台帳(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 入学試験 令和3年度転入学関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校校長室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 進路 令和3年度進路指導関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校高等部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 生活指導 令和3年度生活指導関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校高等部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和3年度給食関係文書(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和3年度給食日誌(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 学校給食 令和3年度献立表(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度県関係文書(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度市関係文書(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度週休日の振替・代休日指定簿 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度人権教育関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 総括 令和3年度病休・欠勤等状況調査月報（特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書収発件名簿(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 令和3年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行報告書(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行命令・依頼簿(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校事務室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度修学旅行関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校小，中，高等部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度教科用図書関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校小，中学部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 沿革記録・学報 令和3年度学校要覧(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度学習発表会関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 生活指導 令和3年度健康安全指導関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 研究 研究 総括 令和3年度研究図書，指導案(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 研究 研究 総括 令和3年度研究部提案綴(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 研究 研究 総括 令和3年度公開研究会関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度児童・生徒名簿(特・高等部） 附属特別支援学校 2022年4月1日 在学中 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度児童・生徒名簿(特・小学部） 附属特別支援学校 2022年4月1日 在学中 2027年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度児童・生徒名簿(特・中学部） 附属特別支援学校 2022年4月1日 在学中 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度授業時間割(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度入学者台帳(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度年間行事予定表(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度附属学校四校園連絡会(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 生活指導 令和3年度防災安全指導関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度連絡協議会(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 総括 令和3年度出勤簿(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属特別支援学校 教育学部事務長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度年度修了者台帳(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長
2021年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和3年度幼稚園日誌（幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 無期限 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長
2021年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和3年度指導の記録(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度指導案（幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度指導要録（学籍に関する記録）(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 日誌・出席簿 令和3年度出席簿(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度幼児健康診断票（幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 管理一般 広報 総括 令和3年度幼稚園概要（幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度園外保育関係（幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間割振(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間報告書（定員内・非常勤講師）(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度県関係文書(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 研究 研究 総括 令和3年度公開研究会関係（幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度市関係文書(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度週休日の振替・代休日指定簿 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度職員会議録(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
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2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度人権教育関係(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度入園者台帳（幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 入学試験 令和3年度入園選考関係(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度年間行事予定表（幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 総括 令和3年度病休・欠勤等状況調査月報（幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度附属学校四校園連絡会(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書収発件名簿(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 生活指導 令和3年度防災安全指導関係(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 令和3年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行報告書(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行命令・依頼簿(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度連絡協議会(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 文書 文書管理 令和3年度新型コロナウイルス感染症 附属幼稚園 2022年4月1日 無期限 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長
2021年度 管理一般 文書 文書管理 教員免許状更新講習受講対象者及び受講状況の把握 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度法人文書ファイル管理簿・廃棄簿・データ票 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査について 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 総括 病休・欠勤等状況調査月報（事務） 附属学校庶務係 2022年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 管理運営 総括 令和3年度教員養成学部及び附属学校調査について 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度自家用車業務使用申請書 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度タクシー乗車券受払簿 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度中・高連絡会 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度四校園関係 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 福利厚生 災害補償 令和3年度人事関係 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度委嘱伺・実施報告書 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度衛生委員会 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度学校教員統計調査 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度学校基本調査 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和3年度基準給与簿 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度休暇簿(事務） 附属学校庶務係 2022年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間報告書（事務） 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間報告（事務） 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度週休日の振替・代休日指定簿 附属学校庶務係 2022年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 総括 令和3年度出勤簿(事） 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 任免 非常勤職員等 令和3年度非常勤講師 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 任免 非常勤職員等 令和3年度非常勤職員 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　1 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　2 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　3 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　4 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　5 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　6 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　7 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　8 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　9 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　10 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　11 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(事）　12 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書収発件名簿(事） 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書収発件名簿(中） 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 令和3年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(事） 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行命令・依頼簿・報告書(事務） 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度市教委就学援助制度関係 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度教科書用図書関係その一 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度教科書用図書関係その二 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度児童生徒数 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 王子キャンパス会議 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度週休日の振替・代休日指定簿 附属中学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 郵便 令和3年度郵便切手類受払・郵便物送付日計簿(中） 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間報告（中） 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(中）　1 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(中）　2 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(中）　3 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(中）　4 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(中）　5 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度文書(中）　6 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行命令・依頼簿・報告書(中） 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度証明書発行台帳 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 入学試験 令和3年度入学検査個人成績通知（情報開示） 附属中学校 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度コロナウイルス感染症関係 附属学校庶務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
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2021年度 会計 総括 総括 令和3年度高等学校等就学支援金関係 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度予算要求関係 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度消防計画/防火管理 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 資産 不動産 令和3年度不動産監守計画 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度債権発生通知書・調査確認書 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 令和3年度現金出納簿 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度現金領収証書原符 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度特別教育就学奨励費関係 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度日本スポーツ振興センター関係 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 物品管理（寄付・不用の報告） 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 資金管理 資金管理 令和3年度寄附金受入関係 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度幼児無償化・施設等利用費 附属学校会計係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度出勤簿(中） 附属中学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度休暇簿(中） 附属中学校 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 附属学校事務室 教育学部事務長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度幼・小連絡進学会(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 在学中 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度教育実習関係(幼） 附属幼稚園 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 幼稚園職員室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度幼児名簿(幼・3年課程） 附属幼稚園 2022年4月1日 在学中 2023年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 施設 施設管理 手続・届出 令和3年度施設使用許可申請等(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 学籍 令和3年度幼児名簿(幼・2年課程） 附属幼稚園 2022年4月1日 在学中 2023年3月31日 紙 幼稚園園長室 附属幼稚園 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度教育実習関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 特別支援学校職員室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 管理運営 総括 令和3年度宿泊実習関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 特別支援学校小，中，高等部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度現場実習関係(特） 附属特別支援学校 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 特別支援学校高等部室 附属特別支援学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度部活指導関係(中） 附属中学校 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 中学校職員室 附属中学校 教育学部長 廃棄
2021年度 附属学校 教務 カリキュラム 令和3年度教育実習関係(中） 附属中学校 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 中学校実習資料室 附属中学校 教育学部長 廃棄
1949年度 （旧）経済学部 教務入試関係 学籍簿関係 学籍簿 経済学部 1950年4月1日 無期限 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

1994年度 （旧）経済学部 会議 教授会 平成6年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1995年度 （旧）経済学部 会議 教授会 平成7年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1995年度 （旧）経済学部 会議 研究科委員会 平成7年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1996年度 （旧）経済学部 人事 任命関係事項 平成8年度学部内規 経済学部総務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1996年度 （旧）経済学部 会議 教授会 平成8年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1996年度 （旧）経済学部 会議 研究科委員会 平成8年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1997年度 （旧）経済学部 人事 任免関係事項 平成9年度教官選考審査資料 経済学部総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1997年度 （旧）経済学部 会議 教授会 平成9年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1997年度 （旧）経済学部 会議 研究科委員会 平成9年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1998年度 （旧）経済学部 人事 任免関係事項 平成10年度教官公募 経済学部総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1998年度 （旧）経済学部 会議 教授会 平成10年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1998年度 （旧）経済学部 会議 研究科委員会 平成10年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1999年度 （旧）経済学部 人事 任免関係事項 平成11年度教官公募 経済学部総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1999年度 （旧）経済学部 会議 教授会 平成11年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1999年度 （旧）経済学部 会議 研究科委員会 平成11年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）経済学部 人事 任命関係事項 平成12年度学部内規 経済学部総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）経済学部 人事 任命関係事項 平成12年度学部内規 経済学部総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）経済学部 人事 任免関係事項 平成12年度教官選考審査資料 経済学部総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）経済学部 会議 教授会 平成12年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）経済学部 会議 研究科委員会 平成12年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2001年度 （旧）経済学部 会議 教授会 平成13年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2001年度 （旧）経済学部 会議　 研究科委員会 平成13年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2001年度 （旧）経済学部 人事 任免関係事項 平成13年度教官選考審査資料 経済学部総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2002年度 （旧）経済学部 会議 教授会 平成14年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2002年度 （旧）経済学部 会議 研究科委員会 平成14年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2002年度 （旧）経済学部 人事 任免関係事項 平成14年度教官選考審査資料 経済学部総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2003年度 （旧）経済学部 会議 教授会 平成15年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2003年度 （旧）経済学部 会議 研究科委員会 平成15年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2003年度 （旧）経済学部 人事 任免関係事項 平成15年度教官選考審査資料 経済学部総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2003年度 （旧）経済学部 人事 平成15年度～　選挙 経済学部総務係 2004年4月1日 紙 経済学部事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2004年度 会議 平成16年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2004年度 会議 平成16年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2004年度 人事 平成16年度教員選考審査資料 経済学部総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2005年度 会議 平成17年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2005年度 会議 平成17年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2005年度 人事 平成17年度教員選考審査資料 経済学部総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2006年度 会議 平成18年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2006年度 会議 平成18年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2007年度 会議 平成19年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 ######### 30年 2038年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2007年度 会議 平成19年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 ######### 30年 2038年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2007年度 人事 平成19年度教員選考審査資料 経済学部総務係 ######### 30年 2038年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2008年度 会議 平成20年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 ######### 30年 2039年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2008年度 会議 平成20年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 ######### 30年 2039年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2008年度 人事 平成20年度教員選考審査資料 経済学部総務係 ######### 30年 2039年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
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2009年度 会議 平成21年度教授会議事録概要等 経済学部総務係 ######### 30年 2040年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2009年度 会議 平成21年度研究科委員会議事録 経済学部総務係 ######### 30年 2040年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2009年度 人事 平成21年度教員選考審査資料 経済学部総務係 ######### 30年 2040年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2010年度 平成22年度教授会議事録(No.1) 経済学部総務係 ######### 30年 2041年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2010年度 平成22年度教授会議事録(No.2) 経済学部総務係 ######### 30年 2041年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2010年度 平成22年度大学院研究科委員会 経済学部総務係 ######### 30年 2041年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 部局等会議 平成23年度教授会議事録(No.1) 経済学部総務係 ######### 30年 2042年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 部局等会議 平成23年度教授会議事録(No.2) 経済学部総務係 ######### 30年 2042年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 部局等会議 平成23年度大学院研究科委員会 経済学部総務係 ######### 30年 2042年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 学籍管理 平成24年度学籍簿 経済学部学務係 2013年4月1日 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2012年度 教育一般 教務 学籍管理 平成24年度成績原簿 経済学部学務係 2013年4月1日 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2012年度 管理一般 総括 総括 平成24年度ＧＰ 経済学部総務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度教授会議事録(No.1) 経済学部総務係 ######### 30年 2043年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度教授会議事録(No.2) 経済学部総務係 ######### 30年 2043年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度教授会議事録(No.3) 経済学部総務係 ######### 30年 2043年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度大学院研究科委員会 経済学部総務係 ######### 30年 2043年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 総括 総括 平成24年度高大接続 経済学部総務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 総括 総括 平成24年度文系チャレンジ講座① 経済学部総務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 総括 総括 平成24年度文系チャレンジ講座② 経済学部総務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 総括 総括 平成24年度理系チャレンジ講座 経済学部総務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 総括 総括 平成24年度第5回大分県高大連携シンポジウム 経済学部総務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一版 教務 総括 平成24年度休学・退学・除籍 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 総括 平成24年度卒業・修了判定 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 総括 平成24年度進級判定 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 総括 平成24年度　債権 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 総括 平成24年度　各種調査物① 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 総括 平成24年度　各種調査物② 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成24年度社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成24年度時間割 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成24年度講義概要 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 非正規生 平成24年度　特別聴講生 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 非正規生 平成24年度　研究生・科目等履修生 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教員免許教育実習 平成24年度教育実習 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教員免許教員免許 平成24年度教員免許状 経済学部学務係 ######### 10年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度教授会議事録(No.1) 経済学部総務係 ######### 30年 2044年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度教授会議事録(No.2) 経済学部総務係 ######### 30年 2044年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度大学院研究科委員会議事概要 経済学部総務係 ######### 30年 2044年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 総括 総括 平成25年度高大接続 経済学部総務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 総括 総括 平成25年度文系チャレンジ講座① 経済学部総務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 総括 総括 平成25年度文系チャレンジ講座② 経済学部総務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 総括 総括 平成25年度理系チャレンジ講座　No.１ 経済学部総務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 総括 総括 平成25年度理系チャレンジ講座　No.2 経済学部総務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 総括 総括 平成25年度第6回大分県高大連携シンポジウム 経済学部総務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 総括 総括 平成25年度農村漁村・大学連携 経済学部総務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一版 教務 総括 平成25年度休学・退学・除籍 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 総括 平成25年度卒業・修了判定 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 総括 平成25年度進級判定 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 総括 平成25年度　債権 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 総括 平成25年度　各種調査物① 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 総括 平成25年度　各種調査物② 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成25年度社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成25年度時間割 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成25年度講義概要 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 学籍管理 平成25年度学籍簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2013年度 教育一般 教務 学籍管理 平成25年度成績原簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2013年度 教育一般 教務 非正規生 平成25年度　特別聴講生 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 非正規生 平成25年度　研究生・科目等履修生 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教員免許教育実習 平成25年度教育実習 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教員免許教員免許 平成25年度教員免許状 経済学部学務係 ######### 10年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度教授会議事録(No.1) 経済学部総務係 ######### 30年 2045年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度教授会議事録(No.2) 経済学部総務係 ######### 30年 2045年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度大学院研究科委員会議事概要 経済学部総務係 ######### 30年 2045年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 会計 予算決算予算 平成26年度予算関係 経済学部総務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 会計 予算決算予算 平成26年度概算要求関係資料 経済学部総務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 総括 総括 平成26年度高大接続 経済学部総務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 総括 総括 平成26年度文系チャレンジ講座① 経済学部総務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄

306/328



国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿

文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2014年度 教育一般 総括 総括 平成26年度文系チャレンジ講座② 経済学部総務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 総括 総括 平成26年度理系チャレンジ講座　No.１ 経済学部総務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 総括 総括 平成26年度理系チャレンジ講座　No.2 経済学部総務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 総括 総括 平成26年度第7回大分県高大連携シンポジウム 経済学部総務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 総括 総括 平成26年度農村漁村・大学連携 経済学部総務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一版 教務 総括 平成26年度休学・退学・除籍 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 総括 平成26年度卒業・修了判定 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 総括 平成26年度進級判定 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 総括 平成26年度　債権 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 総括 平成26年度　各種調査物① 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 総括 平成26年度　各種調査物② 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成26年度社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成26年度時間割 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成26年度講義概要 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 学籍管理 平成26年度学籍簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2014年度 教育一般 教務 学籍管理 平成26年度成績原簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2014年度 教育一般 教務 非正規生 平成26年度　特別聴講生 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 非正規生 平成26年度　研究生・科目等履修生 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教員免許教育実習 平成26年度教育実習 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教員免許教員免許 平成26年度教員免許状 経済学部学務係 ######### 10年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度教授会議事録(No.1) 経済学部総務係 ######### 30年 2046年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度教授会議事録(No.2) 経済学部総務係 ######### 30年 2046年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度大学院研究科委員会議事概要 経済学部総務係 ######### 30年 2046年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 会計 予算決算予算 平成27年度予算関係 経済学部総務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 会計 予算決算予算 平成27年度概算要求関係資料 経済学部総務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 総括 総括 平成27年度高大接続 経済学部総務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 総括 総括 平成27年度文系チャレンジ講座① 経済学部総務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 総括 総括 平成27年度文系チャレンジ講座② 経済学部総務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 総括 総括 平成27年度理系チャレンジ講座　No.１ 経済学部総務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 総括 総括 平成27年度理系チャレンジ講座　No.2 経済学部総務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 総括 総括 平成27年度農村漁村・大学連携 経済学部総務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一版 教務 総括 平成27年度休学・退学・除籍 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 総括 平成27年度卒業関係 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 総括 平成27年度大学院修了関係 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 総括 平成27年度進級判定 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 総括 平成27年度　債権 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 総括 平成27年度　各種調査物① 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 総括 平成27年度　各種調査物② 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成27年度前期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成27年度後期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成27年度時間割 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成27年度講義概要 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 学籍管理 平成27年度学籍簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2015年度 教育一般 教務 学籍管理 平成27年度成績原簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2015年度 教育一般 教務 非正規生 平成27年度　特別聴講生 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 非正規生 平成27年度　研究生・科目等履修生 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教員免許教育実習 平成27年度教育実習 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教員免許教員免許 平成27年度教員免許状 経済学部学務係 ######### 10年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度教授会議事録① 経済学部総務係 ######### 30年 2047年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度教授会議事録② 経済学部総務係 ######### 30年 2047年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度大学院研究科委員会議事概要 経済学部総務係 ######### 30年 2047年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 人事 任免 公募・推薦 平成28年度兼業 経済学部総務係 ######### 9年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 会計 予算決算予算 平成28年度予算関係 経済学部総務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 会計 予算決算予算 平成28年度概算要求関係資料 経済学部総務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 総括 総括 平成28年度高大接続 経済学部総務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 総括 総括 平成28年度文系チャレンジ講座① 経済学部総務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 総括 総括 平成28年度文系チャレンジ講座② 経済学部総務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 総括 総括 平成28年度理系チャレンジ講座① 経済学部総務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 総括 総括 平成28年度高大カタリバ 経済学部総務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 総括 総括 平成28年度第8回大分県高大連携シンポジウム 経済学部総務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 総括 総括 平成28年度農山漁村・大学連携 経済学部総務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一版 教務 総括 平成28年度休学・退学・除籍 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 総括 平成28年度卒業関係 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 総括 平成28年度大学院修了関係 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 総括 平成28年度進級判定 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 総括 平成28年度　債権 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
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2016年度 教育一般 教務 総括 平成28年度　各種調査物① 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 総括 平成28年度　各種調査物② 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成28年度前期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成28年度後期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成28年度時間割 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成28年度講義概要 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 学籍管理 平成28年度学籍簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2016年度 教育一般 教務 学籍管理 平成28年度成績原簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2016年度 教育一般 教務 非正規生 平成28年度　特別聴講生 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 非正規生 平成28年度　研究生・科目等履修生 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教員免許教育実習 平成28年度教育実習 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教員免許教員免許 平成28年度教員免許状 経済学部学務係 ######### 10年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度諸会費 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度収発件名簿（総務係） 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度収発件名簿（学務係） 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 公印 平成29年度公印使用簿 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度総務部・学生支援部 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度研究協力・社会連携関係 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度財務部関係 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度会議関係 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教授会議事録① 経済学部総務係 ######### 30年 2048年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教授会議事録② 経済学部総務係 ######### 30年 2048年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度大学院研究科委員会議事概要 経済学部総務係 ######### 30年 2048年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度学生生活委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教務委員会　No.1 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教務委員会　No.2 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教務委員会　No.3 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教務委員会　No.4 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度入試委員会① 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度入試委員会② 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度大学院委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度研究倫理審査委員会関係 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 任免 公募・推薦 平成29年度兼業 経済学部総務係 ######### 9年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰勤務時間 平成29年度出勤簿（教育職） 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰勤務時間 平成29年度出勤簿（事務職） 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰勤務時間 平成29年度出勤簿（非常勤講師） 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰勤務時間 平成29年度勤務時間報告書 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰出張 平成29年度旅行命令簿（科研費） 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰出張 平成29年度旅行命令簿（科研費②） 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰出張 平成29年度旅行命令簿 No.1 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰出張 平成29年度旅行命令簿 No.2 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰出張 平成29年度旅行命令簿 No.3 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰出張 平成29年度旅行命令簿（非常勤講師） 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度法定外控除 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度謝金 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 帳簿 平成29年度謝金（田舎で輝き隊！） 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 総括 平成29年度久保奨学基金 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 会計 資産 動産等 平成29年度物品台帳 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算予算 平成29年度予算関係 経済学部総務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算予算 平成29年度概算要求関係資料 経済学部総務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算予算 平成29年度寄附金・受託事業等受入 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算予算 平成29年度事務委託預り金関係 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 総括 総括 平成29年度高大接続 経済学部総務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 総括 総括 平成29年度文系チャレンジ講座① 経済学部総務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 総括 総括 平成29年度理系チャレンジ講座① 経済学部総務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 総括 総括 平成29年度農山漁村・大学連携 経済学部総務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 総括 総括 平成29年度国際学生フォーラム関係綴り 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一版 教務 総括 平成29年度休学・退学・除籍 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度前学期末試験 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一版 教務 総括 平成29年度後学期末試験 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度卒業関係 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度大学院修了関係 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度進級判定 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度債権 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成30年度学科配属 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成30年度中級セミナーⅠ 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
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2017年度 教育一般 教務 総括 平成30年度演習Ⅰ 経済学部学務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度各種調査物① 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度各種調査物② 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度各種調査物③ 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度前期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度後期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 平成29年度非常勤講師 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度時間割 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度講義概要 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度学籍簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度成績原簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2017年度 教育一般 教務 非正規生 平成29年度特別聴講生 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 非正規生 平成29年度研究生・科目等履修生 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許教育実習 平成29年度教育実習 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教員免許教員免許 平成29年度教員免許状 経済学部学務係 ######### 10年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 総括 平成29年度雑件 経済学部総務係 ######### 5年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度研究倫理審査委員会関係 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算予算 平成30年度事務委託預り金関係 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度学生生活委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度教務委員会　No.1 経済学部学務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度教務委員会　No.2 経済学部学務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度入試委員会① 経済学部学務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度大学院委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一版 教務 総括 平成30年度休学・退学・除籍 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度前学期末試験 経済学部学務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一版 教務 総括 平成30年度後学期末試験 経済学部学務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度卒業関係 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度大学院修了関係 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度進級判定 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度債権 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成31年度学科配属 経済学部学務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成31年度中級セミナーⅠ 経済学部学務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成31年度演習Ⅰ 経済学部学務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度各種調査物① 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度各種調査物② 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度前期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度後期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 平成30年度非常勤講師 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度時間割 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度講義概要 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度学籍簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度成績原簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2018年度 教育一般 教務 非正規生 平成30年度特別聴講生 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 非正規生 平成30年度研究生・科目等履修生 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許教育実習 平成30年度教育実習 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教員免許教員免許 平成30年度教員免許状 経済学部学務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度雑件 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度諸会費 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度収発件名簿（総務係） 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 総括 平成30年度収発件名簿（学務係） 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 公印 平成30年度公印使用簿 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度総務部・学生支援部 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度研究協力・社会連携関係 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度財務部関係 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度会議関係 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度教授会議事録① 経済学部総務係 ######### 30年 2049年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度教授会議事録② 経済学部総務係 ######### 30年 2049年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度大学院研究科委員会議事概要 経済学部総務係 ######### 30年 2049年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 人事 任免 公募・推薦 平成30年度兼業 経済学部総務係 ######### 9年 2028年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 人事 任免 公募・推薦 平成30年度教員公募 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰勤務時間 平成30年度出勤簿 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰勤務時間 平成30年度勤務時間報告書 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰出張 平成30年度旅行命令簿（科研費） 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰出張 平成30年度旅行命令簿 No.1 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰出張 平成30年度旅行命令簿 No.2 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰出張 平成30年度旅行命令簿 No.3 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
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2018年度 人事 服務・表彰出張 平成30年度旅行命令簿（非常勤講師） 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度法定外控除 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 帳簿 平成30年度謝金 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 総括 平成30年度久保奨学基金 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 平成30年度物品台帳 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算予算 平成30年度予算関係 経済学部総務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算予算 平成30年度概算要求関係資料 経済学部総務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算予算 平成30年度寄附金・受託事業等受入 経済学部総務係 ######### 5年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 総括 総括 平成30年度高大接続 経済学部総務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 総括 総括 平成30年度文系チャレンジ講座 経済学部総務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 総括 総括 平成30年度理系チャレンジ講座 経済学部総務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 総括 総括 平成30年度第9回大分県高大連携シンポジウム 経済学部総務係 ######### 10年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年（2019年）度研究倫理審査委員会関係 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算予算 令和元年（2019年）度事務委託預り金関係 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度学生生活委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度教務委員会　No.1 経済学部学務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度教務委員会　No.2 経済学部学務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度入試委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度大学院委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 総括 総括 令和2年度年度入試 経済学部学務係 ######### 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一版 教務 総括 令和元年度休学・退学・除籍 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度前学期末試験 経済学部学務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一版 教務 総括 令和元年度後学期末試験 経済学部学務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度卒業関係 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度大学院修了関係 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度進級判定 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度債権 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和2年度学科配属 経済学部学務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和2年度中級セミナーⅠ 経済学部学務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和2年度演習Ⅰ 経済学部学務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度各種調査物① 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度各種調査物② 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度前期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度後期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 令和元年度非常勤講師 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和元年度時間割 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和元年度講義概要 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 令和元年度学籍簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2019年度 教育一般 教務 学籍管理 令和元年度成績原簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2019年度 教育一般 教務 非正規生 令和元年特別聴講生 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 非正規生 令和元年度研究生・科目等履修生 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許教育実習 令和元年度教育実習 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教員免許教員免許 令和元年度教員免許状 経済学部学務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活総括 令和元年度証明書交付願（在学生） 経済学部学務係 ######### 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活総括 令和元年度証明書交付願（卒業生） 経済学部学務係 ######### 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活総括 令和元年度証明書交付願（英文・研究生・その他） 経済学部学務係 ######### 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年（2019年）度雑件 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年（2019年）度諸会費 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年（2019年）度収発件名簿（総務係） 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 令和元年（2019年）度収発件名簿（学務係） 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 公印 令和元年（2019年）度公印使用簿 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年（2019年）度総務部・学生支援部 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年（2019年）度研究協力・社会連携関係 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年（2019年）度財務部関係 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年（2019年）度財務部関係② 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年（2019年）度会議関係 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年（2019年）度教授会議事録① 経済学部総務係 ######### 30年 2050年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年（2019年）度教授会議事録② 経済学部総務係 ######### 30年 2050年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年（2019年）度研究科委員会議事概要 経済学部総務係 ######### 30年 2050年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 総括 総括 令和元年（2019年）度人事関係 経済学部総務係 ######### 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 総括 総括 令和元年（2019年）度週休日の振替簿 経済学部総務係 ######### 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 任免 公募・推薦 令和元年（2019年）度兼業 経済学部総務係 ######### 9年 2029年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 任免 公募・推薦 令和元年（2019年）度教員公募 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年（2019年）度出勤簿 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年（2019年）度勤務時間報告書 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰労使協定 令和元年（2019年）度休暇簿 経済学部総務係 ######### 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
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2019年度 人事 服務・表彰出張 令和元年（2019年）度旅行命令簿（科研費） 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰出張 令和元年（2019年）度旅行命令簿 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰出張 令和元年（2019年）度旅行命令簿② 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰出張 令和元年（2019年）度旅行命令簿③ 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰出張 令和元年（2019年）度旅行命令簿（非常勤講師） 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 人材育成研修 令和元年（2019年）度研修願 経済学部総務係 ######### 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年（2019年）度法定外控除 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 帳簿 令和元年（2019年）度謝金 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 令和元年（2019年）度久保奨学基金 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 令和元年（2019年）度物品台帳 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算予算 令和元年（2019年）度予算関係 経済学部総務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算予算 令和元年度概算要求関係資料 経済学部総務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算予算 令和元年（2019年）度寄附金・受託事業等受入 経済学部総務係 ######### 5年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 総括 総括 令和元年（2019年）度高大接続 経済学部総務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 総括 総括 令和元年（2019年）度文系チャレンジ講座 経済学部総務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 総括 総括 令和元年（2019年）度理系チャレンジ講座 経済学部総務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年（2019年）度毎月勤労統計調査 経済学部総務係 ######### 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和元年（2019年）度病休欠勤等状況調査 経済学部総務係 ######### 3年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 総括 総括 令和元年（2019年）度第10回大分県高大連携シンポジウム 経済学部総務係 ######### 10年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年（2020年）度研究倫理審査委員会関係 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算予算 令和２年（2020年）度事務委託預り金関係 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度学生生活委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度教務委員会　No.1 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度教務委員会　No.2 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度入試委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度大学院委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 総括 総括 令和３年度年度入試 経済学部学務係 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一版 教務 総括 令和２年度休学・退学・除籍 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度前学期末試験 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一版 教務 総括 令和２年度後学期末試験 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度卒業関係 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度大学院修了関係 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度進級判定 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度債権 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和３年度学科配属 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度履修登録 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度ガイダンス 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度基礎セミナー 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度中級セミナー 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和３年度演習Ⅰ 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度各種調査物① 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度各種調査物② 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度前期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度後期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 令和２年度非常勤講師 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和２年度時間割 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和２年度講義概要 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和２年度学籍簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2020年度 教育一般 教務 学籍管理 令和２年度成績原簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2020年度 教育一般 教務 非正規生 令和２年特別聴講生 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 非正規生 令和２年度研究生・科目等履修生 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教員免許教育実習 令和２年度教育実習 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教員免許教員免許 令和２年度教員免許状 経済学部学務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 学生生活総括 令和２年度証明書交付願（在学生） 経済学部学務係 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 学生生活総括 令和２年度証明書交付願（卒業生） 経済学部学務係 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 学生生活総括 令和２年度証明書交付願（英文・研究生・その他） 経済学部学務係 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和２年（2020年）度雑件 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和２年（2020年）度諸会費 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 公印 令和２年（2020年）度公印使用簿 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年（2020年）度総務部・学生支援部 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年（2020年）度研究協力・社会連携関係 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年（2020年）度財務部関係 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年（2020年）度財務部関係② 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和２年（2020年）度会議関係 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年（2020年）度教授会議事録① 経済学部総務係 ######### 30年 2051年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年（2020年）度教授会議事録② 経済学部総務係 ######### 30年 2051年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
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媒体
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保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年（2020年）度研究科委員会議事概要 経済学部総務係 ######### 30年 2051年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和２年度経済学部研究データ保存申告書 経済学部総務係 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 総括 総括 令和２年（2020年）度人事関係 経済学部総務係 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 総括 総括 令和２年（2020年）度週休日の振替簿 経済学部総務係 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 任免 公募・推薦 令和２年（2020年）度兼業 経済学部総務係 ######### 9年 2030年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 任免 公募・推薦 令和２年（2020年）度教員公募 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和２年（2020年）度出勤簿（教育職） 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和２年（2020年）度出勤簿（事務職） 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和２年（2020年）度勤務時間報告書 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰労使協定 令和２年（2020年）度休暇簿 経済学部総務係 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰出張 令和２年（2020年）度旅行命令簿（科研費） 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰出張 令和２年（2020年）度旅行命令簿 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰出張 令和２年（2020年）度旅行命令簿（非常勤講師） 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 給与 総括 令和２年（2020年）度法定外控除 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 帳簿 令和２年（2020年）度謝金 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和２年（2020年）度久保奨学基金 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和２年（2020年）度物品台帳 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算予算 令和２年（2020年）度予算関係 経済学部総務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算予算 令和２年度概算要求関係資料 経済学部総務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算予算 令和２年（2020年）度寄附金・受託事業等受入 経済学部総務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 総括 総括 令和２年（2020年）度高大接続 経済学部総務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 総括 総括 令和２年（2020年）度文系チャレンジ講座 経済学部総務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 総括 総括 令和２年（2020年）度文系チャレンジ講座② 経済学部総務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 総括 総括 令和２年（2020年）度理系チャレンジ講座 経済学部総務係 ######### 10年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和２年（2020年）度毎月勤労統計調査 経済学部総務係 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和２年（2020年）度病休欠勤等状況調査 経済学部総務係 ######### 3年 2024年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年（2021年）度研究倫理審査委員会関係 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算予算 令和３年（2021年）度事務委託預り金関係 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度学生生活委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度教務委員会① 経済学部学務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度教務委員会② 経済学部学務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度入試委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度大学院委員会 経済学部学務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 総括 総括 令和３年度一般文書 経済学部学務係 ######### 1年 2023年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 総括 総括 令和４年度年度入試 経済学部学務係 ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一版 教務 総括 令和３年度休学・退学・除籍 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度前学期末試験 経済学部学務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一版 教務 総括 令和３年度後学期末試験 経済学部学務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度卒業関係 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度大学院修了関係 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度進級判定 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度債権 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和４年度学科配属 経済学部学務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度履修登録 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度ガイダンス 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度基礎セミナー 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度中級セミナー 経済学部学務係 ######### 5年 2026年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和４年度演習Ⅰ 経済学部学務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度各種調査物① 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度各種調査物② 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度前期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度後期社会人講義 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 令和３年度非常勤講師 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和３年度時間割 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 令和３年度講義概要 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和３年度学籍簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和３年度成績原簿 経済学部学務係 ######### 無期限 電子 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長

2021年度 教育一般 教務 非正規生 令和３年特別聴講生 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 非正規生 令和３年度研究生・科目等履修生 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許教育実習 令和３年度教育実習 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許教員免許 令和３年度教員免許状 経済学部学務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 学生生活総括 令和３年度証明書交付願（在学生） 経済学部学務係 ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 学生生活総括 令和３年度証明書交付願（卒業生） 経済学部学務係 ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 学生生活総括 令和３年度証明書交付願（英文・研究生・その他） 経済学部学務係 ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和３年（2021年）度雑件 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和３年（2021年）度諸会費 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
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2021年度 管理一般 総括 公印 令和３年（2021年）度公印使用簿 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年（2021年）度総務部・学生支援部 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年（2021年）度研究協力・社会連携関係 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年（2021年）度財務部関係① 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年（2021年）度財務部関係② 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和３年（2021年）度会議関係 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年（2021年）度教授会議事録① 経済学部総務係 ######### 30年 2052年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年（2021年）度教授会議事録② 経済学部総務係 ######### 30年 2052年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年（2021年）度研究科委員会議事概要 経済学部総務係 ######### 30年 2052年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年（2021年）度企画委員会 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和３年度経済学部研究データ保存申告書 経済学部総務係 ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 法規 内部規則 令和３年（2021年）度規程改正等関係 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 総括 総括 令和３年（2021年）度人事関係 経済学部総務係 ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 総括 総括 令和３年（2021年）度週休日の振替簿 経済学部総務係 ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 任免 公募・推薦 令和３年（2021年）度兼業① 経済学部総務係 ######### 9年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 任免 公募・推薦 令和３年（2021年）度兼業② 経済学部総務係 ######### 9年 2031年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 任免 公募・推薦 令和３年（2021年）度教員公募 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和３年（2021年）度出勤簿（教育職） 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和３年（2021年）度出勤簿（事務職） 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和３年（2021年）度勤務時間報告書 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰労使協定 令和３年（2021年）度休暇簿 経済学部総務係 ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰出張 令和３年（2021年）度旅行命令簿 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰出張 令和３年（2021年）度旅行依頼簿 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和３年（2021年）度法定外控除 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 帳簿 令和３年（2021年）度謝金 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和３年（2021年）度久保奨学基金 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和３年（2021年）度物品台帳 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算予算 令和３年（2021年）度予算関係 経済学部総務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算予算 令和３年度概算要求関係資料 経済学部総務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算予算 令和３年（2021年）度寄附金・受託事業等受入 経済学部総務係 ######### 5年 2027年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 総括 総括 令和３年（2021年）度高大接続 経済学部総務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 総括 総括 令和３年（2021年）度文系チャレンジ講座 経済学部総務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 総括 総括 令和３年（2021年）度文系チャレンジ講座② 経済学部総務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 総括 総括 令和３年（2021年）度理系チャレンジ講座 経済学部総務係 ######### 10年 2032年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和３年（2021年）度毎月勤労統計調査 経済学部総務係 ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰勤務時間 令和３年（2021年）度病休欠勤等状況調査 経済学部総務係 ######### 3年 2025年3月31日 紙 事務室 経済学部事務部 経済学部事務長 廃棄
1972年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和47年度入学生学籍簿 工学部学務係 1973年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1973年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和48年度入学生学籍簿 工学部学務係 1974年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1974年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和49年度入学生学籍簿 工学部学務係 1975年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1975年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和50年度入学生学籍簿 工学部学務係 1976年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1976年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和51年度卒業者名簿 工学部学務係 1977年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1976年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和51年度入学生学籍簿 工学部学務係 1977年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1977年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和52年度卒業者名簿 工学部学務係 1978年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1977年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和52年度入学生学籍簿 工学部学務係 1978年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1978年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和53年度卒業者名簿 工学部学務係 1979年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1978年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和53年度入学生学籍簿 工学部学務係 1979年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1979年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和54年度卒業者名簿 工学部学務係 1980年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1979年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和54年度入学生学籍簿 工学部学務係 1980年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1980年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和55年度卒業者名簿 工学部学務係 1981年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1980年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和55年度入学生学籍簿 工学部学務係 1981年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1981年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和56年度卒業者名簿 工学部学務係 1982年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1981年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和56年度修了者名簿 工学部学務係 1982年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1981年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和56年度入学生学籍簿 工学部学務係 1982年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1982年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和57年度卒業者名簿 工学部学務係 1983年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1982年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和57年度修了者名簿 工学部学務係 1983年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1982年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和57年度入学生学籍簿 工学部学務係 1983年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1983年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和58年度卒業者名簿 工学部学務係 1984年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1983年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和58年度修了者名簿 工学部学務係 1984年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1983年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和58年度入学生学籍簿 工学部学務係 1984年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1984年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和59年度卒業者名簿 工学部学務係 1985年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1984年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和59年度修了者名簿 工学部学務係 1985年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1984年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和59年度入学生学籍簿 工学部学務係 1985年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1985年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和60年度卒業者名簿 工学部学務係 1986年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1985年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和60年度修了者名簿 工学部学務係 1986年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1985年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和60年度入学生学籍簿 工学部学務係 1986年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1986年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和61年度卒業者名簿 工学部学務係 1987年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1986年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和61年度修了者名簿 工学部学務係 1987年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1986年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和61年度入学生学籍簿 工学部学務係 1987年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
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1987年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和62年度卒業者名簿 工学部学務係 1988年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1987年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和62年度修了者名簿 工学部学務係 1988年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1987年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和62年度入学生学籍簿 工学部学務係 1988年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1988年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和63年度卒業者名簿 工学部学務係 1989年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1988年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和63年度修了者名簿 工学部学務係 1989年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1988年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 昭和63年度入学生学籍簿 工学部学務係 1989年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1989年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成元年度卒業者名簿 工学部学務係 1990年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1989年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成元年度修了者名簿 工学部学務係 1990年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1989年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成元年度入学生学籍簿 工学部学務係 1990年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1990年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成2年度卒業者名簿 工学部学務係 1991年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1990年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成2年度修了者名簿 工学部学務係 1991年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1990年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成2年度入学生学籍簿 工学部学務係 1991年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1991年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成3年度卒業者名簿 工学部学務係 1992年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1991年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成3年度修了者名簿 工学部学務係 1992年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1991年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成3年度入学生学籍簿 工学部学務係 1992年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1992年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成4年度工学部規程 工学部総務係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1992年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成4年度教授会教官幹事会 工学部総務係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1992年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成4年度研究科委員会 工学部総務係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1992年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成4年度卒業者名簿 工学部学務係 1993年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1992年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成4年度修了者名簿 工学部学務係 1993年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1992年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成4年度入学生学籍簿 工学部学務係 1993年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1993年度 （旧）工学部 総括 選挙 平成5年度学長選挙 工学部総務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1993年度 （旧）工学部 総括 選挙 平成5年度学部長選挙 工学部総務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1993年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成5年度工学部規程 工学部総務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1993年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成5年度教授会教官幹事会 工学部総務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1993年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成5年度研究科委員会 工学部総務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1993年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成5年度卒業者名簿 工学部学務係 1994年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1993年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成5年度修了者名簿 工学部学務係 1994年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1993年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成5年度入学生学籍簿 工学部学務係 1994年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1994年度 （旧）工学部 組織 設置 平成6年度大学院（博士課程）設置計画書 工学部総務係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1994年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成6年度工学部規程 工学部総務係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1994年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成6年度教授会教官幹事会 工学部総務係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1994年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成6年度研究科委員会 工学部総務係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1994年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成6年度入学生学籍簿 工学部学務係 1995年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1994年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成6年度卒業者名簿 工学部学務係 1995年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1994年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成6年度修了者名簿 工学部学務係 1995年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1995年度 （旧）工学部 総括 選挙 平成7年度学部長選挙 工学部総務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1995年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成7年度工学部規程 工学部総務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1995年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成7年度教授会教官幹事会 工学部総務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1995年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成7年度研究科委員会 工学部総務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1995年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成7年度入学生学籍簿 工学部学務係 1996年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1995年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成7年度卒業者名簿 工学部学務係 1996年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1995年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成7年度修了者名簿 工学部学務係 1996年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1996年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成8年度工学部規程 工学部総務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1996年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成8年度教授会教官幹事会 工学部総務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1996年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成8年度研究科委員会 工学部総務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1996年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成8年度入学生学籍簿 工学部学務係 1997年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1996年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成8年度卒業者名簿 工学部学務係 1997年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1996年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成8年度修了者名簿 工学部学務係 1997年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1997年度 （旧）工学部 総括 選挙 平成9年度学長選挙 工学部総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1997年度 （旧）工学部 総括 選挙 平成9年度学部長選挙 工学部総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1997年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成9年度工学部規程 工学部総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1997年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成9年度教授会教官幹事会 工学部総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1997年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成9年度研究科委員会 工学部総務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1997年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成9年度学籍・成績関係 工学部学務係 1998年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1997年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成9年度卒業者名簿 工学部学務係 1998年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1997年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成9年度修了者名簿 工学部学務係 1998年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1998年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成10年度工学部規程 工学部総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1998年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成10年度教授会教官幹事会 工学部総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1998年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成10年度研究科委員会 工学部総務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1998年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成10年度学籍・成績関係 工学部学務係 1999年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1998年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成10年度卒業者名簿 工学部学務係 1999年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1998年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成10年度修了者名簿 工学部学務係 1999年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1999年度 （旧）工学部 総括 選挙 平成11年度学長選挙 工学部総務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1999年度 （旧）工学部 総括 選挙 平成11年度学部長選挙 工学部総務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1999年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成11年度工学部規程 工学部総務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1999年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成11年度教授会教官幹事会 工学部総務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1999年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成11年度研究科委員会 工学部総務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
1999年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成11年度学籍・成績関係 工学部学務係 2000年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
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1999年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成11年度卒業者名簿 工学部学務係 2000年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
1999年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成11年度修了者名簿 工学部学務係 2000年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2000年度 （旧）工学部 組織 設置 平成12年度大学院（福祉環境工学専攻）設置計画書 工学部総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成12年度工学部規程 工学部総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成12年度教授会教官幹事会 工学部総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成12年度研究科委員会 工学部総務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2000年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成12年度学籍・成績関係 工学部学務係 2001年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2000年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成12年度卒業者名簿 工学部学務係 2001年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2000年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成12年度修了者名簿 工学部学務係 2001年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2001年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成13年度教授会教官幹事会 工学部総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2001年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成13年度研究科委員会 工学部総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2001年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成13年度工学部規程 工学部総務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2001年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成13年度学籍・成績関係 工学部学務係 2002年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2001年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成13年度卒業者名簿 工学部学務係 2002年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2001年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成13年度修了者名簿 工学部学務係 2002年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2002年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成14年度教授会教官幹事会 工学部総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2002年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成14年度研究科委員会 工学部総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄

2002年度 （旧）工学部 組織 設置
平成14年度学科改組（福祉環境工科）・学科名称変更（機械・エネルギーシステム
工学科）

工学部総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄

2002年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成14年度工学部規程 工学部総務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2002年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成14年度学籍・成績関係 工学部学務係 2003年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2002年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成14年度卒業者名簿 工学部学務係 2003年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2002年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成14年度修了者名簿 工学部学務係 2003年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2003年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成15年度教授会教官幹事会 工学部総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2003年度 （旧）工学部 会議 学内会議・委員会 平成15年度研究科委員会 工学部総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2003年度 （旧）工学部 法規 部局規程等 平成15年度工学部規程 工学部総務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2003年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成15年度学籍・成績関係 工学部学務係 2004年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2003年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成15年度卒業者名簿 工学部学務係 2004年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2003年度 （旧）工学部 学務 学籍関係 平成15年度修了者名簿 工学部学務係 2004年4月1日 無期限 紙 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2004年度 会議 平成16年度教授会及び教員幹事会 工学部総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2004年度 会議 平成16年度研究科委員会 工学部総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2004年度 法規 平成16年度工学部規程 工学部総務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2004年度 学務 平成16年度学籍・成績関係 工学部学務係 2005年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2004年度 学務 平成16年度卒業者名簿 工学部学務係 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2004年度 学務 平成16年度修了者名簿 工学部学務係 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2005年度 会議 平成17年度教授会及び教員幹事会 工学部総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2005年度 会議 平成17年度研究科委員会 工学部総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2005年度 法規 平成17年度工学部規程 工学部総務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2005年度 学務 平成17年度学籍・成績関係 工学部学務係 2006年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2005年度 学務 平成17年度卒業者名簿 工学部学務係 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2005年度 学務 平成17年度修了者名簿 工学部学務係 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2006年度 会議 平成18年度教授会及び教員幹事会 工学部総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2006年度 会議 平成18年度研究科委員会 工学部総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2006年度 法規 平成18年度工学部規程 工学部総務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2006年度 学務 平成18年度学籍・成績関係 工学部学務係 2007年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2006年度 学務 平成18年度卒業者名簿 工学部学務係 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2006年度 学務 平成18年度修了者名簿 工学部学務係 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2007年度 会議 平成19年度教授会 工学部総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2007年度 会議 平成19年度教員会議 工学部総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2007年度 会議 平成19年度研究科委員会 工学部総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2007年度 法規 平成19年度工学部規程 工学部総務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2007年度 学務 平成19年度学籍・成績関係 工学部学務係 2008年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2007年度 学務 平成19年度卒業者名簿 工学部学務係 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2007年度 学務 平成19年度修了者名簿 工学部学務係 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2008年度 会議 平成20年度教授会 工学部総務係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2008年度 会議 平成20年度教員会議 工学部総務係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2008年度 会議 平成20年度研究科委員会 工学部総務係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2008年度 法規 平成20年度工学部規程 工学部総務係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2008年度 学務 平成20年度卒業者名簿 工学部学務係 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2008年度 学務 平成20年度修了者名簿 工学部学務係 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2008年度 学務 平成20年度学籍・成績関係 工学部学務係 2009年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2009年度 会議 平成21年度教授会 工学部総務係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2009年度 会議 平成21年度教員会議 工学部総務係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2009年度 会議 平成21年度研究科委員会 工学部総務係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2009年度 法規 平成21年度工学部規程 工学部総務係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2009年度 学務 平成21年度卒業者名簿 工学部学務係 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2009年度 学務 平成21年度修了者名簿 工学部学務係 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2009年度 学務 平成21年度学籍・成績関係 工学部学務係 2010年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2010年度 平成22年度教授会 工学部総務係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
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2010年度 平成22年度教員会議 工学部総務係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2010年度 平成22年度研究科委員会 工学部総務係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2010年度 平成22年度工学部規程 工学部総務係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2010年度 平成22年度卒業者名簿 工学部学務係 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2010年度 平成22年度修了者名簿 工学部学務係 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2010年度 平成22年度学籍・成績関係 工学部学務係 2011年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2011年度 管理一般 法規 内部規則 平成23年度工学部規程 工学部総務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 部局等会議 平成23年度教授会 工学部総務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 部局等会議 平成23年度教員会議 工学部総務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2011年度 管理一般 会議 部局等会議 平成23年度研究科委員会 工学部総務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2011年度 教育一般 教務 成績 平成23年度学籍・成績関係 工学部学務係 2012年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2011年度 教育一般 教務 学籍管理 平成23年度卒業者名簿 工学部学務係 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2011年度 教育一般 教務 学籍管理 平成23年度修了者名簿 工学部学務係 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2012年度 管理一般 運営 総括 平成24年度選挙関係（学長，学部長除く） 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度予算委員会 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度就職委員会 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度省資源・エネルギー委員会 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度企画委員会 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度学科長連絡会 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度広報委員会 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度代議員会 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度人事委員会 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度学生生活委員会 工学部学務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度教務委員会 工学部学務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度研究指導委員会 工学部学務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度研究委員会 工学部学務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度入試委員会 工学部学務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 予算 平成24年度予算関係 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 予算 平成24年度概算要求 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 会計 予算決算 予算 平成24年度学長裁量経費 工学部総務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 法規 内部規則 平成24年度工学部規程 工学部総務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度教授会 工学部総務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度教員会議 工学部総務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 管理一般 会議 部局等会議 平成24年度研究科委員会 工学部総務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 成績 平成24年度学籍・成績関係 工学部学務係 2013年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2012年度 教育一般 教務 学籍管理 平成24年度卒業者名簿 工学部学務係 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2012年度 教育一般 教務 学籍管理 平成24年度修了者名簿 工学部学務係 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度学生生活委員会 工学部学務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度教務委員会 工学部学務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度研究指導委員会 工学部学務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度研究委員会 工学部学務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度入試委員会 工学部学務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2012年度 教育一般 教務 成績 2012年度単位認定 理工学部学務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度学科長会議 工学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度代議員会 工学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度人事委員会 工学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成25年度予算関係 工学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成25年度概算要求 工学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 会計 予算決算 予算 平成25年度学長裁量経費 工学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 運営 総括 平成25年度選挙関係（学長，学部長除く） 工学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度広報委員会 工学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度研究委員会 工学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度企画委員会 工学部総務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 評価 評価 平成25年度教員評価 工学部総務係 2014年4月2日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 法規 内部規則 平成25年度工学部規程 工学部総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度教授会 工学部総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度教員会議 工学部総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 管理一般 会議 部局等会議 平成25年度研究科委員会 工学部総務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 成績 平成25年度学籍・成績関係 工学部学務係 2014年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2013年度 教育一般 教務 学籍管理 平成25年度卒業者名簿 工学部学務係 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2013年度 教育一般 教務 学籍管理 平成25年度修了者名簿 工学部学務係 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度学生生活委員会 工学部学務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度教務委員会 工学部学務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度研究指導委員会 工学部学務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度入試委員会 工学部学務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2013年度 教育一般 教務 成績 2013年度単位認定 理工学部学務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度予算委員会 工学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度学科長会議 工学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度代議員会 工学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
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2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度人事委員会 工学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成26年度予算関係 工学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成26年度概算要求 工学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 会計 予算決算 予算 平成26年度学長裁量経費 工学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 運営 総括 平成26年度選挙関係（学長，学部長除く） 工学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度広報委員会 工学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度研究委員会 工学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度企画委員会 工学部総務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 法規 内部規則 平成26年度工学部規程 工学部総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度教授会 工学部総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度教員会議 工学部総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 会議 部局等会議 平成26年度研究科委員会 工学部総務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2014年度 教育一般 教務 成績 平成26年度学籍・成績関係 工学部学務係 2015年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2014年度 教育一般 教務 学籍管理 平成26年度卒業者名簿 工学部学務係 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2014年度 教育一般 教務 学籍管理 平成26年度修了者名簿 工学部学務係 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度学生生活委員会 工学部学務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度教務委員会 工学部学務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度研究指導委員会 工学部学務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度入試委員会 工学部学務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 成績 平成27年度学籍・成績関係 工学部学務係 2016年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2015年度 教育一般 教務 学籍管理 平成27年度卒業者名簿 工学部学務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2015年度 教育一般 教務 学籍管理 平成27年度修了者名簿 工学部学務係 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2014年度 教育一般 教務 成績 2014年度単位認定 理工学部学務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度予算委員会 工学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度学科長会議 工学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度代議員会 工学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度人事委員会 工学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度予算関係 工学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度概算要求 工学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 予算 平成27年度学長裁量経費 工学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 運営 総括 平成27年度選挙関係（学長，学部長除く） 工学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度広報委員会 工学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度研究委員会 工学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度企画委員会 工学部総務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 法規 内部規則 平成27年度工学部規程 工学部総務係 2016年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度教授会 工学部総務係 2016年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度教員会議 工学部総務係 2016年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 平成27年度研究科委員会 工学部総務係 2016年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 教務 成績 2015年度単位認定 理工学部学務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度学科長会議 工学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度代議員会 工学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度予算関係 工学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度概算要求 工学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 予算 平成28年度学長裁量経費 工学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 運営 総括 平成28年度選挙関係（学長，学部長除く） 工学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度広報委員会 工学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度研究委員会 工学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度企画委員会 工学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度学生生活委員会 工学部学務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度教務委員会 工学部学務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度研究指導委員会 工学部学務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度入試委員会 工学部学務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度人事委員会 工学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 法規 内部規則 平成28年度工学部規程 工学部総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度教授会 工学部総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度教員会議 工学部総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成28年度研究科委員会 工学部総務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長 廃棄
2016年度 教育一般 教務 成績 平成28年度学籍・成績関係 工学部学務係 2017年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 工学部事務部 工学部事務長
2016年度 教育一般 教務 学籍管理 平成28年度卒業者名簿 工学部学務係 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2016年度 教育一般 教務 学籍管理 平成28年度修了者名簿 工学部学務係 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 工学部事務部 工学部事務長
2016年度 教育一般 教務 成績 2016年度単位認定 理工学部学務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度科学研究費補助金関係文書 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 統計 調査統計 平成29年度科学技術研究調査 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 総括 総括 平成29年度人事関係 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 平成29年度大学開放イベント等関係文書 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 国際交流 留学生 外国人研究生 平成29年度外国人客員研究員関係文書 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度その他調査 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年勤務時間報告書 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年超過勤務命令簿 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
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2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年勤務時間変更願 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行命令簿・報告書 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 給与 総括 平成29年度給与関係 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 会計 総括 総括 平成29年度謝金関係 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度寄附金受入審査 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度共同研究受入審査 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度受託研究受入審査 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成29年度受託事業受入審査 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 郵便 平成29年度特殊郵便物処理簿 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 郵便 平成29年度郵便切手類受払・郵便物発送日計簿 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 任免 雇用 平成29年度教員公募 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度照会回答等① 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 総括 照会・回答 平成29年度照会回答等② 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度刊行物受払簿 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度病休者等報告 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年出勤簿 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度振替簿 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年度病休・欠勤等状況調査月報 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度毎月勤労統計調査 理工学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度履修届 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子等 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度非常勤講師 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度インターンシップ 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成29年度合宿研修 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 成績 平成29年度成績評価表 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙，電子等 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度休学・退学・除籍 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度卒業 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度修了 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度留学生・特別聴講学生 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度研究生・科目等履修生・長期履修生 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 入試 入試 平成29年度入試関係調査・照会等 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 入学料・授業料 平成29年度入学料・授業料 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 入学料・授業料 平成29年度債権 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 一般文書 平成29年度要支援学生 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 一般文書 平成29年度教員免許申請 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 一般文書 平成29年度教育実習 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 一般文書 平成29年度3年次編入学生の単位認定 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度企画運営会議 理工学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度予算関係 理工学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度概算要求 理工学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成29年度学長裁量経費 理工学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 運営 総括 平成29年度選挙関係（学長，学部長除く） 理工学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度研究社会連携委員会 理工学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度学術情報広報委員会 理工学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度学生生活委員会 理工学部学務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教務委員会 理工学部学務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度研究指導委員会 理工学部学務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度入試委員会 理工学部学務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度人事連絡協議会 理工学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 法規 内部規則 平成29年度工学部規程 理工学部総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教授会 理工学部総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度教員会議 理工学部総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度理工学部門人事会議 理工学部総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成29年度研究科委員会 理工学部総務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 成績 平成29年度学籍・成績関係 理工学部学務係 2018年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度卒業者名簿 理工学部学務係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2017年度 教育一般 教務 学籍管理 平成29年度修了者名簿 理工学部学務係 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2017年度 教育一般 教務 成績 2017年度単位認定 理工学部学務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 一般文書 2017年度学期末試験（再試含む） 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 一般文書 2017年度転学部・転学科・早期卒業 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年度勤務時間報告 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2017年ティーチング・アシスタント（TA） 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2017年リサーチ・アシスタント（RA） 理工学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度その他調査 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年勤務時間報告書 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年超過勤務命令簿 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年勤務時間変更願 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行命令簿・報告書 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 給与 総括 平成30年度給与関係 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 会計 総括 総括 平成30年度謝金関係 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
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2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度寄附金受入審査 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度共同研究受入審査 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度受託研究受入審査 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成30年度受託事業受入審査 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 郵便 平成30年度特殊郵便物処理簿 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 郵便 平成30年度郵便切手類受払・郵便物発送日計簿 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 平成30年度教員公募 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度照会回答等① 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年度照会回答等② 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度刊行物受払簿 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度病休者等報告 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成29年出勤簿 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度　休日の振替簿 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 総括 平成30年度病休・欠勤等状況調査月報 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度毎月勤労統計調査 理工学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度履修届 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子等 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度非常勤講師 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度インターンシップ 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度合宿研修 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 成績 平成30年度成績評価表 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙，電子等 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度休学・退学・除籍 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度卒業 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度修了 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度留学生・特別聴講学生 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度研究生・科目等履修生・長期履修生 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 入試 入試 平成30年度入試関係調査・照会等 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 入学料・授業料 平成30年度入学料・授業料 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 入学料・授業料 平成30年度債権 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 一般文書 平成30年度要支援学生 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 一般文書 平成30年度教員免許申請 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 一般文書 平成30年度教育実習 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 一般文書 平成30年度3年次編入学生の単位認定 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度企画運営会議 理工学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度予算関係 理工学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度概算要求 理工学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成30年度学長裁量経費 理工学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 運営 総括 平成30年度選挙関係（学長，学部長除く） 理工学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度研究社会連携委員会 理工学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度学術情報広報委員会 理工学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度学生生活委員会 理工学部学務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度教務委員会 理工学部学務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度研究指導委員会 理工学部学務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度入試委員会 理工学部学務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 法規 内部規則 平成30年度工学部規程 理工学部総務係 2019年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度教授会 理工学部総務係 2019年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度教員会議 理工学部総務係 2019年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度理工学部門人事会議 理工学部総務係 2019年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度研究科委員会 理工学部総務係 2019年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度人事連絡協議会 理工学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 成績 平成30年度学籍・成績関係 理工学部学務係 2019年4月1日 無期限 電子等 工学部事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度卒業者名簿 理工学部学務係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2018年度 教育一般 教務 学籍管理 平成30年度修了者名簿 理工学部学務係 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2018年度 教育一般 教務 成績 2018年度単位認定 理工学部学務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 平成30年度集中講義（非常勤講師分） 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 一般文書 2018年度学期末試験（再試含む） 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 一般文書 2018年度転学部・転学科・早期卒業 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度勤務時間報告 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2018年ティーチング・アシスタント（TA） 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2018年リサーチ・アシスタント（RA） 理工学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成3１年度旅行命令簿・報告書 7 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成3１年度旅行命令簿・報告書 8 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成3１年度旅行命令簿・報告書 9 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成3１年度旅行命令簿・報告書 10 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 平成3１年度謝金関係 1 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 平成3１年度謝金関係 2 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 実験・研究 研究倫理 安全保障輸出管理チェックシート 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 環境 防災 エレベーター点検作業報告書 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 宿泊料の実費支給関係 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 環境 防災 大分南消防署の立入検査関係 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
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2019年度 会計 総括 総括 令和元年度公用自動車運転承認簿 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 自家用車業務使用関係 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 予算の付け替え関係 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 会計 総括 総括 謝金の単価協議関係 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 一般文書 2019年度調査・報告等 理工学部学務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 2019年度履修届 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 2019年度非常勤講師 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 2019年度インターンシップ 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 2019年度合宿研修 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 成績 2019年度成績評価表 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 2019年度休学・退学・除籍 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 2019年度卒業 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 2019年度修了 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 2019年度留学生・特別聴講学生 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 2019年度研究生・科目等履修生・長期履修生 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 入試 入試 20190年度入試関係調査・照会等 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 入学料・授業料 2019年度入学料・授業料 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 入学料・授業料 2019年度債権 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 一般文書 2019年度要支援学生 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 一般文書 2019年度教員免許申請 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 一般文書 2019年度教育実習 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 一般文書 2019年度3年次編入学生の単位認定 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 2019年度学生生活委員会 理工学部学務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 2019年度教務委員会 理工学部学務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 2019年度研究指導委員会 理工学部学務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 2019年度入試委員会 理工学部学務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 成績 2019年度学籍・成績関係 理工学部学務係 2020年4月1日 無期限 電子 工学部事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2019年度 教育一般 教務 学籍管理 2019年度卒業者名簿 理工学部学務係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2019年度 教育一般 教務 学籍管理 2019年度修了者名簿 理工学部学務係 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2019年度 管理一般 会議 部局内会議 令和元年(2019年)度人事連絡協議会 理工学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 給与 総括 令和元年(2019年)度給与関係 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 総括 総括 令和元年(2019年)度人事関係 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 任免 総括 令和元年(2019年)度ＴＡ・RA 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 （旧）工学部 組織 設置 令和元年(2019年)度理工学部設置計画関係 理工学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年(2019年)度科学研究費関係 理工学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 総括 総括 令和元年(2019年)度大学院担当発令関係 理工学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 2019年度その他調査 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 2019年度非常勤講師 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度研究委員会 理工学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 2019年度研究倫理委員会 理工学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 2019年度学術情報広報委員会 理工学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 総括 総括 2019年度人事関係（教員以外） 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成31年度科学研究費関係 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 2019年度研究助成関係 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 平成31年度企画運営会議 理工学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 平成31年度予算関係 理工学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 平成31年度物品関係 理工学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 平成31年度学内調査・報告 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 統計 調査統計 平成31年度科学技術研究調査 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 平成31年度負担同意書 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 2019年度企画運営会議 理工学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 2019年度教授会及び教員会議 理工学部総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 2019年度理工学部門人事会議 理工学部総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 2019年度大学院研究科委員会 理工学部総務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 学外会議 平成31年度工学部長会議・事務長会議 理工学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 任免 公募 平成31年度教員公募 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 2019年度 人事 服務・表彰 出張 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 2019年休暇簿 理工学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 2019年出勤簿 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 平成31（2019）年度病休・欠勤等状況調査月報 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 平成31（2019）年度病休者等報告 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31（2019）年度毎月勤労統計調査 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 総括 平成31（2019）年度　休日の振替簿 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 平成31（2019）年度研修届 理工学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31（2019）年度時間外勤務関係 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31（2019）年度時間外勤務命令簿 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成31（2019）年度時間外報告書 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成31（2019）年度寄附金受入審査 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成31（2019）年度共同研究受入審査 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
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2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成31（2019）年度受託研究受入審査 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成31（2019）年度受託事業受入審査 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 総括 平成31（2019）年度自動車入構証交付申請書 理工学部総務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 平成31（2019）年度特殊郵便物処理簿 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 郵便 平成31（2019）年度郵便切手類受払・郵便物発送簿 理工学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度教育実習委員会 理工学部学務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 入試 センター試験 令和2年度大学入試センター試験 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 入試 学部入試 令和2年度入学試験（編入学・AO・推薦・特別選抜・博士前期課程） 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 入試 学部入試 令和2年度個別学力検査 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 成績 2019年度単位認定 理工学部学務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 2019年度集中講義（非常勤講師分） 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 一般文書 2019年度学期末試験（再試含む） 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 一般文書 2019年度転学部・転学科・早期卒業 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 学生生活 学生表彰 令和元年度学生表彰 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年度勤務時間報告 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年ティーチング・アシスタント（TA） 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2019年リサーチ・アシスタント（RA） 理工学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 環境 防災 昇降機作業報告書 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 令和2年度公用自動車運転承認簿 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 自家用車業務使用関係 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 旅費戻入・予算付け替 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 研究（費）不正防止に係る研修会 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 バス使用願い 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 口座振込依頼書 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 旅費請求書証拠書類送付簿 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 謝金出勤表送付簿1 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 謝金出勤表送付簿2 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和元年度国際研究交流調査 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 総括 総括 出張における新型コロナウイルス感染症対策について 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 法人文書関係 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年度科学技術研究調査 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年年度企画運営会議 理工学部総務係 2021年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和2年年度予算関係 理工学部総務係 2021年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和2年年度物品関係 理工学部総務係 2021年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 統計 調査統計 令和2年年度学内調査・報告 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和2年年度負担同意書 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 令和2（2020）年度休暇簿 理工学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 令和2（2020）年度出勤簿 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 令和2（2020）年度病休・欠勤等状況調査月報 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 令和2（2020）年度病休者等報告 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2（2020）年度毎月勤労統計調査 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 総括 令和2（2020）年度　休日の振替簿 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2（2020）年度時間外勤務命令簿 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2（2020）年度時間外報告書 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和2（2020）年度寄附金受入審査 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和2（2020）年度共同研究受入審査 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和2（2020）年度受託研究受入審査 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和2（2020）年度受託事業受入審査 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 令和2（2020）年度自動車入構証交付申請書 理工学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 令和2（2020）年度特殊郵便物処理簿 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 郵便 令和2（2020）年度郵便切手類受払・郵便物発送簿 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 2020年度その他調査 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 2020年度非常勤講師 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度研究・社会連携委員会 理工学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度研究倫理審査委員会 理工学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度学術情報広報委員会 理工学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 総括 総括 2020年度人事関係（教員以外） 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 2020年度研究助成関係 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 一般文書 2020年度調査・報告等 理工学部学務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 2020年度履修届 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 2020年度非常勤講師 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 2020年度インターンシップ 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 2020年度合宿研修 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 成績 2020年度成績評価表 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 2020年度休学・退学・除籍 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 2020年度卒業 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 2020年度修了 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 2020年度留学生・特別聴講学生 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 2020年度研究生・科目等履修生・長期履修生 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得年度等 法人文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 備考保存期間満了日

媒体
の
種類

保存場所 管理担当課等 管理者 保存期間満了時の措置

2020年度 管理一般 入試 入試 2020年度入試関係調査・照会等 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 入学料・授業料 2020年度入学料・授業料 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 入学料・授業料 2020年度債権 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 一般文書 2020年度要支援学生 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 一般文書 2020年度教員免許申請 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 一般文書 2020年度教育実習 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 一般文書 2020年度3年次編入学生の単位認定 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度学生生活委員会 理工学部学務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度教務委員会 理工学部学務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度研究指導委員会 理工学部学務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 2020年度入試委員会 理工学部学務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 成績 2020年度学籍・成績関係 理工学部学務係 2021年4月1日 無期限 電子 理工学部事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2020年度 教育一般 教務 学籍管理 2020年度卒業者名簿 理工学部学務係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2020年度 教育一般 教務 学籍管理 2020年度修了者名簿 理工学部学務係 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度研究科委員会 理工学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度企画運営会議 理工学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度教授会及び教員会議 理工学部総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度理工学部門人事会議 理工学部総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度大学院研究科委員会 理工学部総務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 学外会議 令和2年度工学部長会議・事務長会議 理工学部総務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 任免 公募 令和2年度教員公募 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 後援会 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 総括 諸会費 理工学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 一般文書 2021年度調査・報告等 理工学部学務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 2021年度履修届 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 2021年度非常勤講師 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 2021年度インターンシップ 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 2021年度合宿研修 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 成績 2021年度成績評価表 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度休学・退学・除籍 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度卒業 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度修了 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度留学生・特別聴講学生 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度研究生・科目等履修生・長期履修生 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 入試 入試 2021年度入試関係調査・照会等 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 入学料・授業料 2021年度入学料・授業料 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 入学料・授業料 2021年度債権 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 一般文書 2021年度要支援学生 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 一般文書 2021年度教員免許申請 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 一般文書 2021年度教育実習 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 一般文書 2021年度3年次編入学生の単位認定 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 2021年度学生生活委員会 理工学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 2021年度教務委員会 理工学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 2021年度研究指導委員会 理工学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 2021年度入試委員会 理工学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 成績 2021年度学籍・成績関係 理工学部学務係 2022年4月1日 無期限 電子 理工学部事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度卒業者名簿 理工学部学務係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度修了者名簿 理工学部学務係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度教育実習委員会 理工学部学務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 入試 センター試験 令和3年度大学入学共通テスト 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 入試 学部入試 令和3年度入学試験（編入学・総合型・学校推薦型・特別選抜・博士前期課程） 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 入試 学部入試 令和3年度個別学力検査 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 成績 2020年度単位認定 理工学部学務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 2020年度集中講義（非常勤講師分） 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 一般文書 2020年度学期末試験（再試含む） 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 一般文書 2020年度転学部・転学科・早期卒業 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 学生生活 学生表彰 令和2年度学生表彰 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2020年度勤務時間報告 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2020年ティーチング・アシスタント（TA） 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2020年リサーチ・アシスタント（RA） 理工学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 健康 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連 理工学部総務係 2022年4月1日 無期限 無期限 紙・電子 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2021年度 管理一般 会議 部局内会議 令和3年(2021年)度人事連絡協議会 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和3年(2021年)度給与関係 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 総括 総括 令和3年(2021年)度人事関係 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 任免 総括 令和3年(2021年)度ＴＡ・RA 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和3年(2021年)度科学研究費関係 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 総括 総括 令和3年(2021年)度大学院担当発令関係 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度科学技術研究調査 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度企画運営会議 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
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2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度予算関係 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度物品関係 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 総括 令和3（2021）年度病休・欠勤等状況調査月報 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3（2021）年度毎月勤労統計調査 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度企画運営会議(学部) 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度企画運営会議(大学院) 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 規程改正関係 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 検収印伝票(控) 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 固定資産の実査報告書 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 給与 総括 令和3年(2021年)度給与関係 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 統計 調査統計 令和3年度科学技術研究調査 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度企画運営会議（学部） 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度予算関係 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和3年度物品関係 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度企画運営会議（大学院） 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度規程改正関係 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度検収印伝票控 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度固定資産の実査報告書 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度教員会議 理工学部総務係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度後援会 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 207/3/31 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 令和3年度諸会費 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度照会回答等 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 産学・地域連携 地域連携 大分県農林水産部協定書に基づく連携協定関係文書 理工学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 出張依頼 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行命令簿・報告書 1 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行命令簿・報告書 2 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和3年度旅行命令簿・報告書 3 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度謝金伺・実施報告書1 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度謝金伺・実施報告書2 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 環境 防災 昇降機作業報告書 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 令和3年度公用自動車運転承認簿 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 自家用車業務使用関係 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 会計 総括 総括 予算振替・種別変更 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 学内施設維持費等負担同意書 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 ########## 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 後援会支出計算書1 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 総括 後援会支出計算書2 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 安全保障輸出管理遵守状況調査 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年度安全保障輸出管理チェックシート 理工学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 一般文書 2021年度調査・報告等 理工学部学務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 2021年度学生生活委員会 理工学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 2021年度学生生活委員会　修学支援新制度「学修計画書」 理工学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 2021年度教務委員会 理工学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度研究指導委員会 理工学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度入試委員会 理工学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度教育実習委員会 理工学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 入学料・授業料 2021年度入学料・授業料 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 入学料・授業料 2021年度債権 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 入試 総括 令和3年度入試関係調査・照会等 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 入試 センター試験 令和4年度大学入学共通テスト 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 入試 学部入試 令和4年度入学試験（編入学・総合型・学校推薦型・特別選抜・博士前期課程） 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 入試 学部入試 令和4年度個別学力検査 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 2021年度履修届 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 2021年度非常勤講師 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 2021年度集中講義（非常勤講師分） 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 2021年度特別講演 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 2021年度合宿研修 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 成績 2021年度成績評価表 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子、紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 成績 2021年度学籍・成績関係 理工学部学務係 2022年4月1日 無期限 電子 理工学部事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2021年度 教育一般 教務 成績 2021年度単位認定 理工学部学務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度休学・退学・除籍 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度卒業 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度修了 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度留学生・特別聴講学生 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度研究生・科目等履修生・長期履修生 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度卒業者名簿 理工学部学務係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2021年度 教育一般 教務 学籍管理 2021年度修了者名簿 理工学部学務係 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長

2021年度 教育一般 教務 学籍管理 令和3年度各種証明書関係 理工学部学務係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 一般文書 2021年度要支援学生 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 一般文書 2021年度3年次編入学生の単位認定 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
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2021年度 教育一般 教務 一般文書 2021年度学期末試験（再試含む） 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 一般文書 2021年度転学部・転学科・早期卒業 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教員免許 2021年度教員免許申請 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教員免許 教育実習 令和3年度教育実習・介護等体験 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 学生支援 総括 男女共同参画推進のための進学奨励金 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 学生生活 学生表彰 令和3年度学生表彰 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2021年度勤務時間報告 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2021年ティーチング・アシスタント（TA） 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 2021年リサーチ・アシスタント（RA） 理工学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工学部事務部 理工学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 運営 大学改革 福祉健康科学部（仮称）設置準備検討会議 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2014年度 管理一般 運営 大学改革 福祉健康科学部（仮称）施設関係 企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2014年度 人事 任免 雇用 福祉健康科学部（仮称）教員選考（採用） 企画課長 2015年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2014年度 人事 任免 総括 福祉健康科学部（仮称）教員選考（昇任） 企画課長 2015年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2015年度 管理一般 文書 統括 福祉健康科学部（総務関係）① 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 統括 福祉健康科学部（総務関係）② 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 統括 福祉健康科学部（学務関係）１／２ 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 統括 福祉健康科学部（学務関係）２／２ 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 統括 平成26年度～平成27年度福祉健康科学部施設関係　１／２ 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 統括 平成26年度～平成27年度福祉健康科学部施設関係　２／２ 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 文書 統括 平成26年度～平成27年度福祉健康科学部理学療法コース機器関係 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 福祉健康科学部設置室入試関係検討WG 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 福祉健康科学部（仮称）設置準備検討会議 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 福祉健康科学部　学部運営関係検討WG 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 福祉健康科学部　教務関係検討WG 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 管理一般 会議 部局等会議 総合実験研究室棟及び地学標本処理室の什器等調達に関する仕様策定委員会 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 教育一般 入試 総括 福祉健康科学部入試関係資料 企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2015年度 人事 任免 雇用 福祉健康科学部専任教員選考　理学療法コース 企画課長 2016年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2015年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成２７年度　出勤簿 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2016年度 人事 任免 雇用 教員選考（ソーシャルワーク） 福祉健康科学部総務係 2017年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2016年度 人事 任免 雇用 平成２８年度　教員人事（昇任） 福祉健康科学部総務係 2017年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２８年度　研究倫理マネジメント委員会関係 福祉健康科学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２８年度　研究倫理マネジメント委員会関係（審査関係） 福祉健康科学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2016年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２８年度　研究倫理マネジメント委員会関係（資料編） 福祉健康科学部総務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（学務関係）① 福祉健康科学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（学務関係）② 福祉健康科学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（調査関係） 福祉健康科学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 臨床実習関係(平成２９年度～） 福祉健康科学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 カリキュラム 理学療法士学校変更通知書（平成２９年～） 福祉健康科学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 教育一般 教務 入試 平成２９年度入試関係 福祉健康科学部学務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 統括 平成２９年度　福祉健康科学部（雑件） 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 統括 平成２９年度　福祉健康科学部（総務関係）① 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２９年度　国際社会連携委員会 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２９年度　大学院検討WG 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２９年度　広報委員会 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２９年度　研究推進委員会 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２９年度教授会，運営委員会，学部長室会議 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 組織 届出・申請 専任教員採用等設置計画変更書（平成２９年１０月） 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 組織 届出・申請 専任教員採用等設置計画変更書（平成２９年１２月） 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 組織 届出・申請 平成２９年度　設置に係る設置計画履行状況報告書 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成２９年度　寄付金受入れ関係 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 神経・筋機能評価システム仕様策定委員会 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 会計 契約 契約 心肺運動負荷モニタリングシステム仕様策定委員会 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 予算 平成２９年度　予算関係 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 兼業 平成２９年度　兼業 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成２９年度　旅行命令簿（あ～か行） 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成２９年度　旅行命令簿（さ行～）（その他） 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成２９年度　出勤簿 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成２９年度　休暇簿 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成２９年度　振替・代休日指定簿 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成２９年度　勤務時間管理 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２９年度　研究倫理マネジメント委員会関係 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２９年度　研究倫理マネジメント委員会関係（審査関係） 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 会議 部局等会議 平成２９年度　研究倫理マネジメント委員会関係（資料編） 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 統括 平成２９年度　謝金関係 福祉健康科学部総務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（学務関係）① 福祉健康科学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（学務関係）② 福祉健康科学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（調査関係） 福祉健康科学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 臨床実習関係(平成３０年度～） 福祉健康科学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 カリキュラム 理学療法士学校変更通知書（平成３０年～） 福祉健康科学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
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2018年度 教育一般 教務 入試 平成３０年度入試関係 福祉健康科学部学務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 統括 平成３０年度　福祉健康科学部（雑件） 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 統括 平成３０年度　福祉健康科学部（総務関係）① 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成３０年度　教授会 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成３０年度　企画運営委員会 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成３０年度　学部長室会議 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 組織 届出・申請 専任教員採用等設置計画変更書（平成３０年１０月） 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 組織 届出・申請 専任教員採用等設置計画変更書（平成３０年１２月） 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 組織 届出・申請 専任教員採用等設置計画変更書（平成３１年３月） 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 組織 届出・申請 平成３０年度　設置に係る設置計画履行状況報告書 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 平成３０年度　寄付金受入れ関係 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 予算 平成３０年度　予算関係 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 兼業 平成３０年度　兼業 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成３０年度　旅行命令簿（あ行） 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成３０年度　旅行命令簿（か行） 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成３０年度　旅行命令簿（さ行～）（その他） 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成３０年度　出勤簿 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成３０年度　休暇簿 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成３０年度　振替・代休日指定簿 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成３０年度　勤務時間管理 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成３０年度　倫理委員会関係 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 統括 平成３０年度　謝金関係 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 人事 任免 雇用 教員選考関係 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2018年度 会計 資金管理 資金管理 事務委託預り金関係（平成２９年度，平成３０年度） 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 総括 合理的配慮提供関係 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 総括 総括 福祉健康科学部（証明書関係） 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 総括 総括 授業料等債権関係 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 学籍管理 学生カード 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2018年度 教育一般 教務 学籍管理 各種抗体価確認カード 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2018年度 教育一般 教務 成績 実習評価表（社福） 福祉健康科学部総務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（学務関係）① 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（学務関係）② 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（調査関係） 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 臨床実習関係(令和元年度～） 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 カリキュラム 理学療法士学校変更通知書（令和元年～） 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 入試 令和元年度入試関係 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 統括 令和元年度　福祉健康科学部（総務関係） 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度　教授会 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度　企画運営委員会 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度　学部長室会議 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度　福祉健康科学研究科設置準備室会議 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 組織 届出・申請 専任教員採用等設置計画変更書（令和元年１２月） 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 組織 届出・申請 令和元年度　設置に係る設置計画履行状況報告書 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和元年度　寄付金受入れ関係 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 予算 令和元年度　予算関係 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 兼業 令和元年度　兼業 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度　旅行命令簿（あ行） 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度　旅行命令簿（か行） 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度　旅行命令簿（さ行～）（その他） 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度　出勤簿 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度　休暇簿 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度　振替・代休日指定簿 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度　勤務時間管理 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度　倫理委員会関係 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 統括 令和元年度　謝金関係 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 人事 任免 雇用 令和元年度　教員選考関係 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2019年度 会計 資金管理 資金管理 事務委託預り金関係（令和元年度） 福祉健康科学部総務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 総括 合理的配慮提供関係 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 総括 総括 福祉健康科学部（証明書関係） 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 総括 総括 授業料等債権関係 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 学籍管理 学生カード 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2019年度 教育一般 教務 学籍管理 各種抗体価確認カード 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2019年度 教育一般 教務 成績 実習評価表（社福） 福祉健康科学部学務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（学務関係）① 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（学務関係）② 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（調査関係） 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 臨床実習関係(令和2年度～） 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
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2020年度 教育一般 教務 カリキュラム 理学療法士学校変更通知書（令和２年～） 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 入試 令和２年度入試関係 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 統括 令和２年度　福祉健康科学部（総務関係） 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度　教授会 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度　企画運営委員会 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度　学部長室会議 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度　福祉健康科学研究科設置準備室会議 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 組織 届出・申請 専任教員採用等設置計画変更書（令和２年１２月） 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 組織 届出・申請 令和２年度　設置に係る設置計画履行状況報告書 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和２年度　寄付金受入れ関係 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 予算 令和２年度　予算関係 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 兼業 令和２年度　兼業 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度　旅行命令簿（あ行） 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度　旅行命令簿（か行） 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 出張 令和２年度　旅行命令簿（さ行～）（その他） 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度　出勤簿 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度　休暇簿 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度　振替・代休日指定簿 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和２年度　勤務時間管理 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和２年度　倫理委員会関係 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 統括 令和２年度　謝金関係 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 人事 任免 雇用 令和２年度　教員選考関係 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2020年度 会計 資金管理 資金管理 事務委託預り金関係（令和２年度） 福祉健康科学部総務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 総括 合理的配慮提供関係 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 総括 総括 福祉健康科学部（証明書関係） 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 総括 総括 授業料等債権関係 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 学籍管理 学生カード 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2020年度 教育一般 教務 学籍管理 各種抗体価確認カード 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2020年度 教育一般 教務 成績 実習評価表（社福） 福祉健康科学部学務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 統括 令和３年度　福祉健康科学部（総務関係） 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度　教授会 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度　企画運営委員会 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度　学部長室会議 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 組織 届出・申請 令和３年度　設置に係る設置計画履行状況報告書 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 研究・社会連携 研究資金 外部資金 令和３年度　寄付金受入れ関係 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 予算 令和３年度　予算関係 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 兼業 令和３年度　兼業 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 出張 令和３年度　旅行命令簿 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度　出勤簿 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度　休暇簿 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度　振替・代休日指定簿 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和３年度　勤務時間管理 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和３年度　倫理委員会関係 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 統括 令和３年度　謝金関係 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 人事 任免 雇用 令和３年度　教員選考関係 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2021年度 会計 資金管理 資金管理 事務委託預り金関係（令和３年度） 福祉健康科学部総務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（学務関係）① 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（学務関係）② 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 福祉健康科学部（調査関係） 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 臨床実習関係(令和3年度～） 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 カリキュラム 理学療法士学校変更通知書（令和３年～） 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 入試 令和３年度入試関係 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 総括 合理的配慮提供関係 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 総括 総括 福祉健康科学部（証明書関係） 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 総括 総括 授業料等債権関係 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 学籍管理 学生カード 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 無期限 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 未設定

2021年度 教育一般 教務 学籍管理 各種抗体価確認カード 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2021年度 教育一般 教務 成績 実習評価表（社福） 福祉健康科学部学務係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 福祉健康科学部 福祉健康科学部事務部 福祉健康科学部事務長 廃棄
2004年度 管理 公印簿 監査室長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2012年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成24年度会計監査人選任関係 財務課財務企画グループ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2013年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成25年度会計監査人選任関係 財務課財務企画グループ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2013年度 管理一般 文書 総括 平成25年度会計検査院通知・照会等文書 会計監査係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2014年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成26年度会計監査人候補者の選定 財務課財務企画グループ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度 平成26年度決算債権・債務残高確認 会計監査係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2015年度 会計 予算決算 決算 平成27年度 平成26年度決算債権・債務残高確認 会計監査係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2015年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成27年度会計監査人候補者選定等文書 監査室長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2016年度 会計 予算決算 決算 平成28年度 平成27年度決算債権・債務残高確認 会計監査係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
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2016年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成28事業年度会計監査人候補者選定等文書 監査室長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度内部監査実施・報告書（業務監査） 業務監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度内部監査実施・報告書（会計監査） 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度内部監査調書（会計監査）第1回科研費等補助金 1/3 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度内部監査調書（会計監査）第1回科研費等補助金 2/3 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度内部監査調書（会計監査）第1回科研費等補助金 3/3 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度内部監査調書（会計監査）第1回（科研費等補助金）特別監査（業者） 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度内部監査調書（会計監査）第2回[財務・会計関係] 1/3 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度内部監査調書（会計監査）第2回[財務・会計関係] 2/3 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度内部監査調書（会計監査）第2回[財務・会計関係] 3/3 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度監事監査実施・報告書（業務・会計監査） 業務監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成29年度会計監査人監査 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 会議  部局等会議 平成29年度三者連絡会会議録 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 会議  部局等会議 平成29年度四者協議会会議録 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 会議  学外会議 平成29年度監事協議会（総会・勉強会・研修会） 業務監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 会議  学外会議 平成29年度監事協議会（九州支部会） 業務監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 平成29年度収発件名簿 業務監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 照会・回答 平成29年度管理運営文書（通知・照会等）［会計監査］① 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 照会・回答 平成29年度管理運営文書（通知・照会等）［会計監査］② 会計監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 出張 平成29年度旅行伺兼旅行命令簿 業務監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 会計 予算決算 決算 平成29年度 平成27年度決算債権・債務残高確認 会計監査係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成29事業年度会計監査人候補者選定等文書 監査室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 内部監査マニュアル（平成30年1月改訂） 監査室長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成29年度監事監査（業務監査） 業務監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 管理一般 文書 文書管理 自動車入構証申請書 業務監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2017年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成29年出勤簿 業務監査係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度内部監査実施・報告書（業務監査） 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度内部監査実施・報告書（会計監査） 会計監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度内部監査調書特別監査（ヒアリング）第1回（科学研究費補助金） 会計監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度内部監査調書（会計監査）第1回（科学研究費補助金 ）1/3 会計監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度内部監査調書（会計監査）第1回（科学研究費補助金 ） 2/3 会計監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度内部監査調書（会計監査）第1回（科学研究費 等補助金 ） 3/3 会計監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和30年度内部監査調書（会計監査）第2回（財務・会計関係）1/1 会計監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度監事監査実施・報告書（業務監査） 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度監事監査実施・報告書（会計監査） 会計監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成30年度会計監査人監査 会計監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成30事業年度会計監査人候補者選定等文書 監査室長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 会議  部局等会議 平成30年度三者連絡会会議録・四者協議会会議録 会計監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 会議  学外会議 平成30年度監事協議会（総会・勉強会・研修会） 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 会議  学外会議 平成30年度監事協議会（九州支部会） 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度雑件 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 平成30年度収発件名簿 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 文書 文書管理 自動車入構証申請書 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年管理運営文書（通知・照会）（業務監査） 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 総括 照会・回答 平成30年管理運営文書（通知・照会等）[会計監査] 会計監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年出勤簿 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 勤務時間 平成30年度勤務時間報告関係 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 人事 服務・表彰 出張 平成30年度旅行伺兼旅行命令簿 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 会計 予算決算 決算 平成30年度決算債権・債務残高確認 会計監査係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 会計 資産 動産等 物品使用簿 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2018年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 平成30年度監事監査（業務監査） 業務監査係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度内部監査実施・報告書（業務監査） 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度内部監査実施・報告書（会計監査） 会計監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度内部監査調書（会計監査）第１回（科学研究費補助金）特別監査 会計監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度内部監査調書（会計監査）臨時監査 会計監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度内部監査調書（会計監査）第1回科研費等補助金 1/3 会計監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度内部監査調書（会計監査）第1回科研費等補助金 2/3 会計監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度内部監査調書（会計監査）第1回科研費等補助金 3/3 会計監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度内部監査調書（会計監査）第2回（財務・会計関係）1/1 会計監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度監事監査（業務監査） 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度監事（会計担当）監査 会計監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度監事監査実施・報告書（業務監査） 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和元年度監事監査実施・報告書（会計監査） 会計監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和元年度会計監査人監査 会計監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 平成31事業年度会計監査人候補者選定等文書 監査室長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 会議  部局等会議 令和元年度三者連絡会会議録・四者協議会会議録 会計監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 会議  学外会議 令和元年度監事協議会（総会・勉強会・研修会） 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 会議  学外会議 令和元年度監事協議会（九州支部会） 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度雑件 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度収発件名簿 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度自動車入構証 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 文書 文書管理 令和元年度公用車利用 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年管理運営文書（通知・照会）（業務監査） 業務監査係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
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2019年度 管理一般 総括 照会・回答 令和元年管理運営文書（通知・照会）（会計監査） 会計監査係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年出勤簿 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年休暇簿 業務監査係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和元年度勤務時間報告関係 業務監査係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 人事 服務・表彰 出張 令和元年度旅行伺兼旅行命令簿 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 会計 予算決算 決算 令和元年度決算債権・債務残高確認 会計監査係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2019年度 会計 資産 動産等 令和元年度物品使用簿 業務監査係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和2年度内部監査実施・報告書（業務監査） 業務監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和2年度内部監査実施・報告書（会計監査） 会計監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和2年度内部監査調書（会計監査）第1回科研費等 1/2 会計監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和2年度内部監査調書（会計監査）第1回科研費等 2/2 会計監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和2年度内部監査調書（会計監査）第1回（科学研究費補助金）特別監査 会計監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和2年度内部監査調書（会計監査）第2回（財務・会計関係）1/1 会計監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和2年度監事監査（業務監査） 業務監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和2年度監事監査報告書（臨時監査） 業務監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和2年度会計監査人監査 会計監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和2事業年度会計監査人候補者選定等文書 監査室長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 会議  部局等会議 令和2年度三者連絡会会議録・四者協議会会議録 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 会議  学外会議 令和2年度監事協議会（総会・勉強会・研修会） 業務監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 会議  学外会議 令和2年度監事協議会（九州支部会） 業務監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度雑件 業務監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度収発件名簿 業務監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 文書 文書管理 令和2年度自動車入構証 業務監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年管理運営文書（通知・照会）（業務監査） 業務監査係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 総括 照会・回答 令和2年管理運営文書（通知・照会）（会計監査） 会計監査係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年出勤簿 業務監査係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年休暇簿 業務監査係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和2年度勤務時間報告関係 監査室長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 会計 予算決算 決算 令和2年度決算債権・債務残高確認 会計監査係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 会計 資産 動産等 令和2年度物品使用簿 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2020年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和2年度監事監査（業務監査）（臨時監査） 監査室長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和3年度内部監査実施・報告書（業務監査） 業務監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和3年度内部監査実施・報告書（会計監査） 会計監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和3年度内部監査調書（会計監査）第1回科研費等補助金 1/1 会計監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和3年度内部監査調書（会計監査）第2回 会計監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和3年度決議書等検討依頼事項回答書綴 会計監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 内部監査等 令和3年度監事監査（業務監査） 業務監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和3年度会計監査人監査 会計監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 監査・検査 外部監査等 令和3事業年度会計監査人候補者選定等文書 監査室長 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 会議  部局等会議 令和3年度三者連絡会会議録・四者協議会会議録 監査室長 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 会議  学外会議 令和3年度監事協議会 業務監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度雑件 業務監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度収発件名簿 業務監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 文書 文書管理 令和3年度自動車入構証 業務監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年管理運営文書（通知・照会）（業務監査） 業務監査係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 管理一般 総括 照会・回答 令和3年管理運営文書（通知・照会）（会計監査） 会計監査係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年出勤簿 業務監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年休暇簿 業務監査係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 人事 服務・表彰 勤務時間 令和3年度勤務時間報告関係 業務監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 会計 予算決算 決算 令和3年度決算債権・債務残高確認 会計監査係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 監査室 監査室 監査室長 廃棄
2021年度 会計 資産 動産等 令和3年度物品使用簿 業務監査係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 監査室 監査室 監査室長 廃棄
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