
法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

2012年度 管理運営 検査・監査 会計検査院関係（平成24年度） 監査室⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 検査・監査 会計検査院関係（平成25年度） 監査室⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 会計検査院関係（平成26年度） 監査室⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 会計検査院関係（平成27年度） 監査室⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 会計検査院関係（平成28年度） 監査室⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 会計検査院関係（平成29年度） 監査室⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 会計検査院関係（平成30年度） 監査室⾧ 2019年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2029年3月31日

延⾧期間：1年 延⾧理由：実地検査に伴う

2019年度 管理運営 検査・監査 会計検査院関係（令和元年度） 監査室⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 会計検査院関係（令和２年度） 監査室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 会計検査院関係（令和3年度） 監査室⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）関係（平成26年度） 監査室⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）関係（平成27年度） 監査室⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）関係（平成28年度） 監査室⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）関係（平成29年度） 監査室⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）関係（平成30年度） 監査室⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）関係（令和元年度） 監査室⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）関係（令和2年度） 監査室⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）関係（令和3年度） 監査室⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 内部監査（業務監査）関係（平成26年度） 監査室⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 内部監査（業務監査）関係（平成27年度） 監査室⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 内部監査（業務監査）関係（平成28年度） 監査室⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 内部監査（業務監査）関係（平成29年度） 監査室⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 監事室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 内部監査（業務監査）関係（平成30年度） 監査室⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 監事室 監査室⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 内部監査（業務監査）関係（令和元年度） 監査室⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 監事室 監査室⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 内部監査（業務監査）関係（令和2年度） 監査室⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 監事室 監査室⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 内部監査（業務監査）関係（令和3年度） 監査室⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 監事室 監査室⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査
会計監査人等による決算監査（平成26年

度）
監査室⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査
会計監査人等による決算監査（平成27年

度）
監査室⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査
会計監査人等による決算監査（平成28年

度）
監査室⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査
会計監査人等による決算監査（平成29年

度）
監査室⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査
会計監査人等による決算監査（平成30年

度）
監査室⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査
会計監査人等による決算監査（令和元年

度）
監査室⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査
会計監査人等による決算監査（令和２年

度）
監査室⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 会計監査人等による決算監査（令和3年度） 監査室⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 SEEDS基金監査（平成27年度） 監査室⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 公益通報（平成26年度） 監査室⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 公益通報（平成27年度） 監査室⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 公益通報（平成29年度） 監査室⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 公益通報（平成30年度） 監査室⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 公益通報（令和3年度） 監査室⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 公的研究費等不正使用（平成28年度） 監査室⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 公的研究費等不正使用（平成29年度） 監査室⾧ 2018年4月1日 11年 2029年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：3年 延⾧理由：調査事案が年度

2018年度 管理運営 検査・監査 公的研究費等不正使用（平成30年度） 監査室⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：3年 延⾧理由：調査事案が年度

2017年 人事 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（平成29年） 監査室⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年 人事 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（平成30年） 監査室⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年／令和元年） 監査室⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2020年 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 監査室⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年） 監査室⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年） 監査室⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成3１年／令和元年） 監査室⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2020年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 監査室⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2021年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 監査室⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成29年度） 監査室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成30年度） 監査室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
その他勤務状況関係（平成31年度／令和元

年度）
監査室⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和2年度） 監査室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和3年度） 監査室⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 部局（監査室）規程の制定・改廃関係 監査室⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 部局（監査室）規程の制定・改廃関係 監査室⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 部局（監査室）規程の制定・改廃関係 監査室⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 部局（監査室）規程の制定・改廃関係 監査室⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 部局（監査室）規程の制定・改廃関係 監査室⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 部局（監査室）規程の制定・改廃関係 監査室⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 部局（監査室）規程の制定・改廃関係 監査室⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄
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2007年度 管理運営 公印 公印簿 監査室⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 監査室⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 監査室⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年／令和元年） 監査室⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 監査室⾧ 廃棄

2020年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 監査室⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 監査室⾧ 廃棄

2021年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 監査室⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成29年度） 監査室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 未定

2018年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成30年度） 監査室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 未定

2019年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成31年／令和元年） 監査室⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 未定

2020年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和2年） 監査室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 未定

2021年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和3年） 監査室⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 未定

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 監査室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 監査室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成31年度／令和元年度） 監査室⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員関係（任免）（平成29年度） 監査室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員関係（任免）（平成30年度） 監査室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員関係（任免）（平成31年度／令

和元年度）
監査室⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員関係（任免）(令和2年度） 監査室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員関係（任免）(令和3年度） 監査室⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員関係（選考）（平成30年度） 監査室⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
非常勤職員関係（労働条件通知書）（平成

29年度）
監査室⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
非常勤職員関係（労働条件通知書）（平成

30年度）
監査室⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員関係（労働条件通知書）（平成

31年度／令和元年度）
監査室⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
非常勤職員関係（労働条件通知書）（令和2

年度）
監査室⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
非常勤職員関係（労働条件通知書）（令和3

年度）
監査室⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給 人事関係（平成29年度） 監査室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 人事・給与関係（平成30年度） 監査室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給
人事・給与関係（平成31年度／令和元年

度）
監査室⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 昇給関係（平成31年度／令和元年度） 監査室⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 昇給関係（令和2年度） 監査室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 昇給関係（令和3年度） 監査室⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 監査室⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 周年事業ＷＧ(平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 70周年記念シンポジウム 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 夏季特別集中討議（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 夏季特別集中討議（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 夏季特別集中討議（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 夏季特別集中討議（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 夏季特別集中討議（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
学⾧と部局教員との意見交換（平成29年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
学⾧と部局教員との意見交換（平成30年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
学⾧と部局教員との意見交換（令和元年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学⾧と部局教員との意見交換（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 学⾧と部局教員との意見交換（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 式典・行事 千葉大学入学式（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 式典・行事 千葉大学入学式（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 式典・行事 千葉大学入学式（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 式典・行事 千葉大学入学式（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 式典・行事 千葉大学入学式（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 千葉大学入学式（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 千葉大学入学式（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 千葉大学入学式（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 千葉大学入学式（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 千葉大学入学式（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院入学式（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院入学式（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院入学式（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院入学式（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院入学式（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院入学式（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院入学式（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院入学式（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院入学式（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院入学式（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 式典・行事 千葉大学卒業式（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄
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2013年度 管理運営 式典・行事 千葉大学卒業式（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 式典・行事 千葉大学卒業式（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 式典・行事 千葉大学卒業式（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 式典・行事 千葉大学卒業式（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 千葉大学卒業式（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 千葉大学卒業式（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 千葉大学卒業式（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 千葉大学卒業式（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 千葉大学卒業式（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院修了式（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院修了式（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院修了式（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院修了式（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院修了式（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院修了式（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院修了式（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院修了式（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院修了式（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 千葉大学大学院修了式（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 名誉教授懇談会（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 名誉教授懇談会（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 名誉教授懇談会（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙（平成4年度） 総務部総務課⾧ 1992年7月1日 30年 2022年6月30日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙（平成6年度） 総務部総務課⾧ 1994年7月1日 30年 2024年6月30日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙（平成10年度） 総務部総務課⾧ 1998年7月1日 30年 2028年6月30日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2002年7月1日 30年 2032年6月30日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2004年12月1日 30年 2034年11月30日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年12月1日 30年 2035年11月30日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成18年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年12月1日 30年 2036年11月30日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成19年度） 企画総務部総務課⾧ 2007年12月1日 30年 2037年11月30日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成20年度） 企画総務部総務課⾧ 2008年12月1日 30年 2038年11月30日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成21年度） 企画総務部総務課⾧ 2009年12月1日 30年 2039年11月30日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成22年度） 企画総務部総務課⾧ 2010年12月1日 30年 2040年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2011年12月1日 30年 2041年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年12月1日 30年 2042年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年12月1日 30年 2043年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年12月1日 30年 2044年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年12月1日 30年 2045年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年12月1日 30年 2046年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年12月1日 30年 2047年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年12月1日 30年 2048年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年12月1日 30年 2049年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年12月1日 30年 2050年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 法人運営 学⾧選考会議（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年12月1日 30年 2051年11月30日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 役員会（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 役員会（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 役員会（平成18年度） 企画総務部総務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 役員会（平成19年度） 企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 役員会（平成20年度） 企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 役員会（平成21年度） 企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 役員会（平成22年度） 企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 役員会（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 役員会（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 役員会（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 役員会（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 役員会（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 役員会（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 役員会（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 役員会（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 役員会（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 役員会（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 役員会（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 評議会（平成4年度） 総務部庶務課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 評議会（平成5年度） 総務部庶務課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄
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1994年度 管理運営 会議 評議会（平成6年度） 総務部庶務課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 評議会（平成7年度） 総務部庶務課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 評議会（平成8年度） 総務部総務課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 評議会（平成9年度） 総務部総務課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 評議会（平成10年度） 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 評議会（平成11年度） 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 評議会（平成12年度） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 評議会（平成13年度） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 評議会（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 評議会（平成15年度） 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成18年度） 企画総務部総務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成19年度） 企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成20年度） 企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成21年度） 企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成22年度） 企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教育研究評議会（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教育研究評議会（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教育研究評議会（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教育研究評議会（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 経営協議会（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 経営協議会（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 経営協議会（平成18年度） 企画総務部総務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 経営協議会（平成19年度） 企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 経営協議会（平成20年度） 企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 経営協議会（平成21年度） 企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 経営協議会（平成22年度） 企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 経営協議会（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 経営協議会（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 経営協議会（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 経営協議会（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 経営協議会（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 経営協議会（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 経営協議会（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 経営協議会（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 経営協議会（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 経営協議会（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 経営協議会（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 大学運営会議（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 大学運営会議（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 大学運営会議（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 大学運営会議（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 大学運営会議（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 危機管理委員会（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 危機管理委員会（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 危機管理委員会（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 危機管理委員会（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 国立六大学学⾧会議関係（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 国立六大学学⾧会議関係（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 国立六大学学⾧会議関係（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 国立六大学学⾧会議関係（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 国立六大学学⾧会議関係（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学後援名義使用（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学後援名義使用（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学後援名義使用（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学後援名義使用（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

4
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2017年度 管理運営 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（平成29年） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（平成30年） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（令和元年） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（令和2年） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（令和3年） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 表彰・名義使用 献体者に対する感謝状贈呈（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 表彰・名義使用 献体者に対する感謝状贈呈（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 表彰・名義使用 献体者に対する感謝状贈呈（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 表彰・名義使用 献体者に対する感謝状贈呈（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 表彰・名義使用 献体者に対する感謝状贈呈（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 施設管理 けやき会館（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 施設管理 けやき会館（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理 けやき会館（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理 けやき会館（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理 けやき会館（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 電報（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 電報（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 電報（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 庶務雑件（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 庶務雑件（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 庶務雑件（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 年末年始関連（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 年末年始関連（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 年末年始関連（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障 雇用保険関係（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 4年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 4年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 4年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 4年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成4年度） 総務部総務課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成5年度） 総務部総務課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成6年度） 総務部総務課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成7年度） 総務部総務課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成8年度） 総務部総務課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成9年度） 総務部総務課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成10年度） 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成11年度） 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成12年度） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成13年度） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成15年度） 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成18年度） 企画総務部総務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成19年度） 企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成20年度） 企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成21年度） 企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成22年度） 企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄
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2011年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 公印 公印簿（平成7年度） 総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 公印 公印簿（平成8年度） 総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 公印 公印簿（平成11年度） 総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 公印 公印簿（平成12年度） 総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 公印 公印簿（平成13年度） 総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 公印 公印簿（平成14年度） 総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 公印 公印簿（平成15年度） 総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 公印 公印簿（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 公印 公印簿（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 公印 公印簿（平成18年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 公印 公印簿（平成19年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 公印 公印簿（平成20年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 公印 公印簿（平成21年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 公印 公印簿（平成22年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 公印 公印簿（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 公印 公印簿（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 公印 公印簿（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 公印 公印簿（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 公印 公印簿（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 公印 公印簿（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 公印 公印簿（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 公印 公印簿（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 公印 公印簿（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印 公印簿（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 公印 公印簿（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 企画総務部総務課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 企画総務部総務課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 企画総務部総務課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 企画総務部総務課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） 企画総務部総務課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） 企画総務部総務課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 企画総務部総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 企画総務部総務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 電子：共有サーバー内事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 情報資産管理 行政文書ファイル管理簿（平成12年度） 総務部企画広報室⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2001年度 管理運営 情報資産管理 行政文書ファイル管理簿（平成13年度） 総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2002年度 管理運営 情報資産管理 行政文書ファイル管理簿（平成14年度） 総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2003年度 管理運営 情報資産管理 行政文書ファイル管理簿（平成15年度） 総務部企画広報室⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2004年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2005年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2006年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成18年度） 企画総務部総務課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2007年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成19年度） 企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2008年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成20年度） 企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2009年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成21年度） 企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2010年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成22年度） 企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2011年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2012年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2013年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2014年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2015年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2016年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 未定

2017年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 未定

2018年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄
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2020年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル管理簿（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 情報資産管理 移管・廃棄簿(平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 情報資産管理 移管・廃棄簿(平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 情報資産管理 移管・廃棄簿(平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 移管・廃棄簿(平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 移管・廃棄簿(平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 移管・廃棄簿(平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 移管・廃棄簿(平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 移管・廃棄簿(平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 移管・廃棄簿(令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 移管・廃棄簿(令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 移管・廃棄簿(令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
情報公開・個人情報保護委員会（平成29年

度）
企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
情報公開・個人情報保護委員会（平成30年

度）
企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
情報公開・個人情報保護委員会（令和元年

度）
企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
情報公開・個人情報保護委員会（令和2年

度）
企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 法人運営 情報公開（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 法人運営 情報公開（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 法人運営 情報公開（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 情報公開（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 法人運営 情報公開（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 情報 情報資産管理
事務情報システム・情報セキュリティ（平

成29年度）
企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 情報 情報資産管理
事務情報システム・情報セキュリティ（平

成30年度）
企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 情報 情報資産管理
事務情報システム・情報セキュリティ（令

和元年度）
企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 情報 情報資産管理
事務情報システム・情報セキュリティ（令

和2年度）
企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 情報 情報資産管理 事務情報システム・情報セキュリティ（令和3年度）企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1971年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和46年度） 総務部人事課⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1972年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和47年度） 総務部人事課⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1973年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和48年度） 総務部人事課⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1974年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和49年度） 総務部人事課⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1975年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和50年度） 総務部人事課⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1976年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和51年度） 総務部人事課⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1977年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和52年度） 総務部人事課⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1978年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和53年度） 総務部人事課⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1979年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和54年度） 総務部人事課⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1980年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和55年度） 総務部人事課⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1981年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和56年度） 総務部人事課⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1982年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和57年度） 総務部人事課⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1983年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和58年度） 総務部人事課⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1984年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和59年度） 総務部人事課⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1985年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和60年度） 総務部人事課⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1986年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和61年度） 総務部人事課⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1987年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和62年度） 総務部人事課⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1988年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（昭和63年度） 総務部人事課⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1989年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成元年度） 総務部人事課⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1990年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成2年度） 総務部人事課⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1991年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成3年度） 総務部人事課⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄
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1998年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 職員録・人事記録 職員録（保存用）（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 通知通達 教育学部附属学校関係通知（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 通知通達 教育学部附属学校関係通知（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 教育学部附属学校関係通知（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 教育学部附属学校関係通知（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 定期刊行物一括購入（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 定期刊行物一括購入（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 定期刊行物一括購入（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 郵便局通知文書（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 郵便局通知文書（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 郵便局通知文書（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 郵便物受領・受渡し（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 郵便物受領・受渡し（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 郵便物受領・受渡し（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 各種案内・通知（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 各種案内・通知（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 各種案内・通知（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成4年度） 総務部総務課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成5年度） 総務部総務課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成6年度） 総務部総務課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成7年度） 総務部総務課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成8年度） 総務部総務課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成9年度） 総務部総務課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成10年度） 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成11年度） 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成12年度） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成13年度） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成15年度） 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成16年度） 総務部総務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成17年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成18年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成19年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成20年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成21年度） 企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成22年度） 企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 全学規程の制定改廃（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成4年度） 総務部総務課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成5年度） 総務部総務課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成6年度） 総務部総務課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成7年度） 総務部総務課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成8年度） 総務部総務課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成9年度） 総務部総務課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成10年度） 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成11年度） 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成12年度） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成13年度） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

8



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2002年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成15年度） 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成16年度） 総務部総務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成17年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成18年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成19年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成20年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成21年度） 企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成22年度） 企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 部局規程の制定改廃（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程
学内規則等の総点検・見直し（平成26年

度）
企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程
内部規則等の総点検・見直し（平成27年

度）
企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成6年度） 経理部主計課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成7年度） 経理部主計課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成8年度） 経理部主計課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成9年度） 経理部主計課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成10年度） 経理部主計課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成11年度） 経理部主計課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成12年度） 経理部主計課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成13年度） 経理部主計課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成14年度） 経理部主計課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成15年度） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成16年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成17年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成18年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成19年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成20年度） 企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成21年度） 企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成22年度） 企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 法人運営 争訟事件等通知・報告関係（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1971年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和46年度） 総務部総務課⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1972年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和47年度） 総務部総務課⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1973年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和48年度） 総務部総務課⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1974年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和49年度） 総務部総務課⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1975年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和50年度） 総務部総務課⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1976年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和51年度） 総務部総務課⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1977年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和52年度） 総務部総務課⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1978年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和53年度） 総務部総務課⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1979年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和54年度） 総務部総務課⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1980年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和55年度） 総務部総務課⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1981年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和56年度） 総務部総務課⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1982年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和57年度） 総務部総務課⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1983年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和58年度） 総務部総務課⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1984年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和59年度） 総務部総務課⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定
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1985年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和60年度） 総務部総務課⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1986年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和61年度） 総務部総務課⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1987年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和62年度） 総務部総務課⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1988年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（昭和63年度） 総務部総務課⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1989年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成元年度） 総務部総務課⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1990年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成2年度） 総務部総務課⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1991年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成3年度） 総務部総務課⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1992年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成4年度） 総務部総務課⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1993年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成5年度） 総務部総務課⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1994年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成6年度） 総務部総務課⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1995年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成7年度） 総務部総務課⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1996年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成8年度） 総務部総務課⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1997年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成9年度） 総務部総務課⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1998年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成10年度） 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

1999年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成11年度） 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2000年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成12年度） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2001年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成13年度） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2002年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 未定

2003年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成15年度） 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 未定

2004年度 管理運営 学内規程 千葉大学規程集（平成16年度～） 企画総務部企画政策課⾧ 2005年4月1日 常用 未定
電子 ：サー

 バー
事務室 企画総務部総務課⾧ 未定

1992年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程集管理・追録 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部企画政策課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部企画政策課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程集更新 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 図書 年史 年史資料（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 図書 年史 年史資料（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 図書 年史 年史資料（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 図書 年史 年史資料（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 図書 年史 年史資料（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 通知通達 法令通知関係（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 通知通達 法令通知関係（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 通知通達 法令通知関係（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 通知通達 法令通知関係（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 通知通達 法令通知関係（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 通知通達 法令通知関係（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 通知通達 法令通知関係（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 法令通知関係（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 法令通知関係（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄
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2021年度 管理運営 通知通達 法令通知関係（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 郵便料金計器（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 郵便料金計器（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 郵便料金計器（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 郵便料金計器（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 郵便料金計器（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 郵便料金計器（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 郵便料金集計（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 郵便料金集計（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 郵便料金集計（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 郵便料金集計（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 郵便料金集計（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 郵便料金集計（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 郵便料金集計（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 郵便料金集計（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出 切手受払簿（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 切手受払簿（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出 切手受払簿（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 切手受払簿（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 切手受払簿（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 切手受払簿（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 切手受払簿（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 切手受払簿（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 組織の設置改廃 法人登記（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 組織の設置改廃 法人登記（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 組織の設置改廃 法人登記（平成20年度） 企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 組織の設置改廃 法人登記（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 組織の設置改廃 法人登記（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃 法人登記（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃 法人登記（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃 法人登記（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃 法人登記（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃 法人登記（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 組織の設置改廃 法人登記（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程等の制定改廃（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程等の制定改廃（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程等の制定改廃（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程等の制定改廃（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程等の制定改廃（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程等の制定改廃（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程等の制定改廃（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程等の制定改廃（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 部門⾧指名（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 部門⾧指名（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 部門⾧指名（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 部門⾧指名（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 部門⾧指名（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 部門⾧指名（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 部門⾧指名（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成
運営基盤機構関係研究倫理教育（平成29年

度）
企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成
運営基盤機構関係研究倫理教育（平成30年

度）
企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成
運営基盤機構関係研究倫理教育（令和元年

度）
企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成
運営基盤機構関係研究倫理教育（令和2年

度）
企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 運営基盤機構関係研究倫理教育（令和3年度）企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 情報 情報資産管理
運営基盤機構情報セキュリティ・個人情報

保護（平成29年度）
企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 情報 情報資産管理
運営基盤機構情報セキュリティ・個人情報

保護（平成30年度）
企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 情報 情報資産管理
運営基盤機構情報セキュリティ・個人情報

保護（令和元年度）
企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 情報 情報資産管理
運営基盤機構情報セキュリティ・個人情報

保護（令和2年度）
企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 情報 情報資産管理 運営基盤機構情報セキュリティ・個人情報保護（令和3年度）企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 任免関係（非常勤職員）（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 任免関係（常勤職員）（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 任免関係（非常勤職員）（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 任免関係（常勤職員）（平成27年度） 企画総務部総務課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 任免関係（非常勤職員）（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄
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法人文書ファイル管理簿
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保存期間
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措置

備考

2016年度 人事 任免 任免関係（常勤職員）（平成28年度） 企画総務部総務課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 任免関係（非常勤職員）（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 任免関係（常勤職員）（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 任免関係（非常勤職員）（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 任免関係（常勤職員）（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 任免関係（非常勤職員）（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 任免関係（非常勤職員）（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 任免関係（非常勤職員）（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 任免関係（常勤職員）（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 任免関係（常勤職員）（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 任免関係（常勤職員）（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理 防災危機災害対策関係（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 防災危機災害対策関係（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理 防災危機災害対策関係（令和元年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 防災危機災害対策関係（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理 防災危機災害対策関係（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部総務課⾧ 移管

2017年度 人事 俸給 昇格（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 昇格（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 昇格（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 昇格（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 昇格（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給 昇給（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年1月1日 10年 2027年12月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 昇給（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年1月1日 10年 2028年12月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 昇給（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年1月1日 10年 2029年12月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 昇給（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年1月1日 10年 2030年12月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 昇給（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年1月1日 10年 2031年12月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給 復職時調整（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 復職時調整（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 復職時調整（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 復職時調整（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 復職時調整（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給 現給保障発令（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給 俸給半減（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 俸給半減（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 俸給半減（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 俸給半減（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 俸給半減（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 大学院手当（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 大学院手当（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 大学院手当（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 大学院手当（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 俸給の調整額（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 俸給の調整額（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 俸給の調整額（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 俸給の調整額（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 給与事務事例報告（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 給与事務事例報告（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 給与事務事例報告（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 給与事務事例報告（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 扶養手当関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 扶養手当関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 通勤手当関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 通勤手当関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 住居手当関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 住居手当関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2018年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当等関係（平成29年12月期） 企画総務部人事課⾧ 2017年12月1日 5年 2022年11月30日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当等関係（平成30年6月期） 企画総務部人事課⾧ 2018年6月1日 5年 2023年5月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当等関係（平成30年12月期） 企画総務部人事課⾧ 2018年12月1日 5年 2023年11月30日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当等関係（令和元年6月期） 企画総務部人事課⾧ 2019年6月1日 5年 2024年5月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当等関係（令和元年12月期） 企画総務部人事課⾧ 2019年12月1日 5年 2024年11月30日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当等関係（令和2年6月期） 企画総務部人事労務課⾧ 2020年6月1日 5年 2025年5月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当等関係（令和2年12月期） 企画総務部人事労務課⾧ 2020年12月1日 5年 2025年11月30日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当等関係（令和3年6月期） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年6月1日 5年 2026年5月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当等関係（令和3年12月期） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年12月1日 5年 2026年11月30日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 管理職手当関係（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 管理職手当関係（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 管理職手当関係（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 管理職手当関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 管理職手当関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 職務付加手当（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 職務付加手当（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当
学内規程等改正通知（諸手当関係）（平成

30年度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当
学内規程等改正通知（諸手当関係）（平成

31年度）
企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当
学内規程等改正通知（諸手当関係）（令和2

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当
学内規程等改正通知（諸手当関係）（令和3

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当
諸手当関係各種証明書発行関係（平成29年

度）
企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当
諸手当関係各種証明書発行関係（平成30年

度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当
諸手当関係各種証明書発行関係（平成31年

度）
企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当
諸手当関係各種証明書発行関係（令和2年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当
諸手当関係各種証明書発行関係（令和3年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 年俸制等俸給決定関係（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 年俸制等俸給決定関係（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 年俸制切替（平成28年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給 年俸制切替（平成29年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 年俸制切替（平成30年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 年俸制切替（平成31年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 年俸制切替（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 年俸制（導入促進費）（令和３年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 退職手当等証明関係（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 退職手当支給決定関係書類（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 退職手当支給決定関係書類（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当
退職金相当額の運営費交付金の精算・年俸

制導入促進費の精算（平成28年度）
企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当
退職金相当額の運営費交付金の精算・年俸

制導入促進費の精算（平成29年度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当
退職金相当額の運営費交付金の精算・年俸

制導入促進費の精算（平成30年度）
企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当
退職金相当額の運営費交付金の精算・年俸

制導入促進費の精算（平成31年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当
概算要求関連資料（退職手当算定）（平成

26年度）
企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当
概算要求関連資料（退職手当算定）（平成

27年度）
企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当
概算要求関連資料（退職手当算定）（平成

28年度）
企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当
概算要求関連資料（退職手当算定）（平成

29年度）
企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当
概算要求関連資料（退職手当算定）（平成

30年度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当
概算要求関連資料（退職手当算定）（平成

31年度）
企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当
概算要求関連資料（退職手当算定）（令和2

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当
概算要求関連資料（退職手当算定）（令和3

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 賃金構造基本統計調査（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 賃金構造基本統計調査（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 賃金構造基本統計調査（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 賃金構造基本統計調査（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 賃金構造基本統計調査（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2020年度 人事 俸給 新年俸制切替（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 新年俸制切替（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当
新型コロナウイルス感染症特例措置（令和2

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 移管 コロナ関連（移管）30年→20年

2020年度 人事 諸手当
新型コロナウイルス対応特別一時金（令和2

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 移管 コロナ関連（移管）30年→20年

2021年度 人事 諸手当
新型コロナワクチン職域接種特例措置（令

和3年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 移管 コロナ関連（移管）30年→20年

2018年度 人事 諸手当 諸手当関係
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 支給要件喪失後5年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 諸手当関係(平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 資格要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 諸手当関係(平成28年度） 工学系事務センター⾧ 未定 資格要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 諸手当関係(平成29年度） 工学系事務センター⾧ 未定 資格要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 諸手当関係(平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
未定 資格要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 諸手当関係(平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
未定 資格要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当
諸手当関係（扶養・住居・通勤・単身赴任

手当）（平成29年度・資格要件喪失綴）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 支給要件喪失後5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 諸手当（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 諸手当（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 諸手当（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 諸手当（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 諸手当（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 支給要件喪失後5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 諸手当（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 支給要件喪失後5年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 諸手当（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 支給要件喪失後5年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成31年・令和元年度） 理工系総務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当
諸手当関係（扶養・住居・通勤・単身赴任

手当）（平成30年度・資格要件喪失綴）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 支給要件喪失後5年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当
諸手当関係（扶養・住居・通勤・単身赴任

手当）（令和元年度・資格要件喪失綴）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 支給要件喪失後5年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当
諸手当関係（扶養・住居・通勤・単身赴任

手当）（平成29年度・資格要件喪失綴）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 支給要件喪失後5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当
諸手当関係（扶養・住居・通勤・単身赴任

手当）（平成30年度・資格要件喪失綴）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 支給要件喪失後5年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当
諸手当関係（扶養・住居・通勤・単身赴任

手当）（令和元年度・資格要件喪失綴）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 支給要件喪失後5年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成11年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成12年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成13年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成14年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成15年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成16年度） 財務部情報課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成17年度） 財務部情報課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成18年度） 情報部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成19年度） 情報部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成20年度） 情報部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成21年度） 情報部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成22年度） 情報部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成23年度） 情報部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成24年度） 学術国際部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成25年度） 学術国際部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 諸手当認定簿（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 諸手当認定簿（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 諸手当認定簿（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 諸手当認定簿（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 諸手当認定簿（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 諸手当認定簿（平成3１年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成11年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成12年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成13年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成14年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成15年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成16年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成17年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2006年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成18年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成19年度） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成20年度） 情報部学術情報課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成21年度） 情報部学術情報課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成22年度） 情報部学術情報課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成23年度） 情報部学術情報課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成25年度） 利用支援企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 諸手当関係文書（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 学生部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 学生部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 学務部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成10年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成11年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成12年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成13年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成14年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成15年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1985年度 人事 任免 職員進退（昭和60年度） 総務部人事課⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1986年度 人事 任免 職員進退（昭和61年度） 総務部人事課⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1987年度 人事 任免 職員進退（昭和62年度） 総務部人事課⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1988年度 人事 任免 職員進退（昭和63年度） 総務部人事課⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1989年度 人事 任免 職員進退（平成元年度） 総務部人事課⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1990年度 人事 任免 職員進退（平成2年度） 総務部人事課⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1991年度 人事 任免 職員進退（平成3年度） 総務部人事課⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 職員進退（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 職員進退（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 職員進退（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 職員進退（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 職員進退（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 職員進退（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 職員進退（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 職員進退（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 職員進退（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 職員進退（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 職員進退（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 職員進退（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 職員進退（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 職員進退（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 職員進退（平成18年度） 企画総務部人事課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 職員進退（平成19年度） 企画総務部人事課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 職員進退（平成20年度） 企画総務部人事課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 職員進退（平成21年度） 企画総務部人事課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 職員進退（平成22年度） 企画総務部人事課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 職員進退（平成23年度） 企画総務部人事課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 職員進退（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 職員進退（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 職員進退（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 職員進退（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2016年度 人事 任免 職員進退（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 職員進退（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 職員進退（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 職員進退（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 職員進退（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 職員進退（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1985年度 人事 任免 部局⾧選考（昭和60年度） 総務部人事課⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1986年度 人事 任免 部局⾧選考（昭和61年度） 総務部人事課⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1987年度 人事 任免 部局⾧選考（昭和62年度） 総務部人事課⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1988年度 人事 任免 部局⾧選考（昭和63年度） 総務部人事課⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1989年度 人事 任免 部局⾧選考（平成元年度） 総務部人事課⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1990年度 人事 任免 部局⾧選考（平成2年度） 総務部人事課⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1991年度 人事 任免 部局⾧選考（平成3年度） 総務部人事課⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 部局⾧選考（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 部局⾧選考（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 部局⾧選考（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 部局⾧選考（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 部局⾧選考（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 部局⾧選考（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 部局⾧選考（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 部局⾧選考（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 部局⾧選考（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 部局⾧選考（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 部局⾧選考（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 部局⾧選考（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 部局⾧選考（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 部局⾧選考（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 部局⾧選考（平成18年度） 企画総務部人事課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 部局⾧選考（平成19年度） 企画総務部人事課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 部局⾧選考（平成20年度） 企画総務部人事課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 部局⾧選考（平成21年度） 企画総務部人事課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 部局⾧選考（平成22年度） 企画総務部人事課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 部局⾧選考（平成23年度） 企画総務部人事課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 部局⾧選考（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 部局⾧選考（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 部局⾧選考（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 部局⾧選考（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 部局⾧選考（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 部局⾧選考（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 部局⾧選考（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 部局⾧選考（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 部局⾧選考（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 部局⾧選考（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 早期退職制度（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 早期退職制度（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 早期退職制度（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 早期退職制度（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 早期退職制度（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤講師（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤講師（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤講師（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤講師（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤講師（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 特定雇用職員（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 特定雇用職員（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 特定雇用職員（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 特定雇用職員（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 特定雇用職員（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 客員（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2013年度 人事 任免 客員（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 客員（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 客員（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 客員（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 客員（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 客員（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 客員（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 客員（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 客員（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 特命（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 特命（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 特命（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 特命（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 特命（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成5年

度）
総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成6年

度）
総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成7年

度）
総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成8年

度）
総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成9年

度）
総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成10年

度）
総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成11年

度）
総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成12年

度）
総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成13年

度）
総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成14年

度）
総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成15年

度）
総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成16年

度）
企画総務部人事課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成17年

度）
企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成18年

度）
企画総務部給与室⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免
教室系技術職員の名称付与発令（平成19年

度）
企画総務部人事課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 俸給 昇格（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 俸給 昇格（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 俸給 昇格（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 俸給 昇格（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 俸給 昇格（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 俸給 昇格（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 俸給 昇格（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 俸給 昇格（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 俸給 昇格（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 俸給 昇格（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 俸給 昇格（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 俸給 昇格（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 俸給 昇格（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 俸給 昇格（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 俸給 昇格（平成18年度） 企画総務部給与室⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 俸給 昇格（平成19年度） 企画総務部人事課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成10年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成11年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成12年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成13年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成14年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成15年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成27年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成28年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成10年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成11年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成12年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成13年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 自然科学研究科事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 自然科学研究科事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 自然科学研究科事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成10年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 学生部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 学生部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 学務部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成10年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成11年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成12年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成13年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成14年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成15年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2016年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成10年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成11年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成12年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成13年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成14年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成15年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成27年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成28年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成11年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成12年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成13年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 自然科学研究科事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 自然科学研究科事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 自然科学研究科事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 自然科学研究科事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成10年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 学生部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成24年度） 学生部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成25年度） 学務部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成10年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成11年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成12年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成13年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成14年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成15年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成16年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成17年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成24年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成10年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成11年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成12年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成13年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成14年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成15年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成16年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成17年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成24年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成25年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成26年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成27年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成28年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成10年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成11年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成12年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成13年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成16年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成17年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成10年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成11年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成12年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成13年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成10年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2008年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成22年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1990年度 人事 職員録・人事記録 人事マスタ 総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 電子 情報企画課 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム調達関係文書（平成26年

度）
企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム調達関係文書（平成27年

度）
企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム調達関係文書（平成28年

度）
企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム調達関係文書（平成29年

度）
企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム調達関係文書（平成30年

度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム調達関係文書（令和元年

度）
企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム調達関係文書（令和2年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム調達関係文書（令和3年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム管理関係文書（平成29年

度）
企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム管理関係文書（平成30年

度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム管理関係文書（令和元年

度）
企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム管理関係文書（令和2年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
人事給与システム管理関係文書（令和3年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 人事マスタ提供依頼書（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 人事マスタ提供依頼書（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 人事マスタ提供依頼書（令和元年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 人事マスタ提供依頼書（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 人事マスタ提供依頼書（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
給与システム等保守経費関係調書（平成29

年度）
企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
給与システム等保守経費関係調書（平成30

年度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
給与システム等保守経費関係調書（令和元

年度）
企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査
決算監査システムレビュー関係（平成28年

度）
企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査
決算監査システムレビュー関係（平成29年

度）
企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査
決算監査システムレビュー関係（平成30年

度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査
決算監査システムレビュー関係（令和元年

度）
企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 学外研修関係（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 学外研修関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 学外研修関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 学内研修関係（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 学内研修関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 学内研修関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の研修
ＦＤ関係／サバティカル研修（平成25年

度）
企画総務部職員課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の研修
ＦＤ関係／サバティカル研修（平成26年

度）
企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の研修
ＦＤ関係／サバティカル研修（平成27年

度）
企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 ＦＤ関係／サバティカル研修（令和2年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 ＦＤ関係／サバティカル研修（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 ＦＤ関係／サバティカル研修（令和4年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修
ＦＤ関係／附属学校内地研修員（令和2年

度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 ＦＤ関係／附属学校内地研修員（令和3度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 ＦＤ関係／附属学校内地研修員（令和4度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 人員管理 氏名変更（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 人員管理 氏名変更（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 人員管理 氏名変更（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 人員管理 氏名変更（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 人員管理 氏名変更（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 人員管理 履歴事項追加訂正（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 人員管理 履歴事項追加訂正（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 人員管理 履歴事項追加訂正（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 人員管理 履歴事項追加訂正（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 人員管理 履歴事項追加訂正（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調査・報告（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査・報告（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査・報告（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査・報告（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調査・報告（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 教員人事調整委員会（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 教員人事調整委員会（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 教員人事調整委員会（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員人事調整委員会（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 会議 教員人事調整委員会（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員人事調整委員会（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員人事調整委員会（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員人事調整委員会（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員録・人事記録 職員録校正（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員録・人事記録 職員録校正（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員録・人事記録 職員録校正（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員録・人事記録 職員録校正（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員録・人事記録 職員録校正（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 職員録・人事記録 人事記録 総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 電子 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1949年度 人事 職員録・人事記録 付属書類 総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 俸給 昇格（平成20年度） 企画総務部人事課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 俸給 昇格（平成21年度） 企画総務部人事課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 俸給 昇格（平成22年度） 企画総務部人事課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 俸給 昇格（平成23年度） 企画総務部人事課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 俸給 昇格（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 俸給 昇格（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 俸給 昇格（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 俸給 昇格（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 昇格（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 俸給 昇給（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 俸給 昇給（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 俸給 昇給（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 俸給 昇給（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 昇給（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年1月1日 10年 2026年12月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 俸給 俸給協議（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 俸給 俸給協議（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 俸給 俸給協議（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 俸給 俸給協議（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 俸給 俸給協議（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 俸給 俸給協議（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 俸給 俸給協議（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 俸給 俸給協議（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 俸給 俸給協議（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 俸給 俸給協議（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 俸給 俸給協議（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 俸給 俸給協議（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 俸給 指定職協議（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 俸給 指定職協議（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 俸給 指定職協議（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 俸給 指定職協議（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 俸給 指定職協議（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 俸給 指定職協議（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 俸給 指定職協議（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 俸給 指定職協議（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 俸給 指定職協議（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 俸給 指定職協議（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 俸給 指定職協議（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 俸給 指定職協議（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 俸給 指定職関係（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 俸給 指定職関係（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 俸給 復職時調整（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 俸給 復職時調整（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 俸給 復職時調整（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 俸給 復職時調整（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 復職時調整（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 俸給
現給保障発令及び新法有利確認（平成27年

度）
企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 現給保障発令（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 俸給 俸給半減（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 俸給 俸給半減（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 俸給 俸給半減（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 俸給半減（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 俸給 号俸調整（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 俸給 号俸調整（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2014年度 人事 俸給 号俸調整（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 俸給 号俸調整（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 号俸調整（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 俸給 大学院手当（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 俸給 大学院手当（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 俸給 大学院手当（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 俸給 大学院手当（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 大学院手当（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 俸給 俸給の調整額（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 俸給 俸給の調整額（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 俸給 俸給の調整額（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 俸給 俸給の調整額（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 俸給の調整額（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 人員管理 級別定数配布・改訂資料（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 人員管理 別定級昇格協議（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 人員管理 医（三）暫定定数設定・報告（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 人員管理 医（三）暫定定数設定・報告（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 人員管理 医（三）暫定定数設定・報告（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 人員管理 医（三）暫定定数設定・報告（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 人員管理 医（三）暫定定数設定・報告（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 人員管理 医（三）暫定定数設定・報告（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 人員管理
医（三）暫定定数設定・報告（平成10年

度）
総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 人員管理
医（三）暫定定数設定・報告（平成11年

度）
総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 人員管理
医（三）暫定定数設定・報告（平成12年

度）
総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 人員管理
医（三）暫定定数設定・報告（平成13年

度）
総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 人員管理
医（三）暫定定数設定・報告（平成14年

度）
総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 人員管理
医（三）暫定定数設定・報告（平成15年

度）
総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 人員管理 級別定数管理簿（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 給与事務事例報告（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 給与事務事例報告（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成15年度） 総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 企画総務部給与室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成15年度） 総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 企画総務部給与室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成15年度） 総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度） 企画総務部給与室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成15年度） 総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成18年度） 企画総務部給与室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成19年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成20年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成21年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成22年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成23年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 招へい手当関係（平成19年度） 企画総務部人事課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成15年度） 総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成18年度） 企画総務部給与室⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成19年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成20年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成21年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成22年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄
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2011年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成23年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 初任給調整手当関係（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成20年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成21年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成22年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成23年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 職務付加手当（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付関係（平成15年度） 総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付関係（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当
学内規程等改正通知（諸手当関係）（平成

22年度）
企画総務部人事課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当
学内規程等改正通知（諸手当関係）（平成

23年度）
企画総務部人事課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当
学内規程等改正通知（諸手当関係）（平成

24年度）
企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当
学内規程等改正通知（諸手当関係）（平成

25年度）
企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当
学内規程等改正通知（諸手当関係）（平成

26年度）
企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当
学内規程等改正通知（諸手当関係）（平成

27年度）
企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 俸給 年俸制等俸給決定関係（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 俸給 年俸制等俸給決定関係（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 年俸制等俸給決定関係（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 退職手当等証明関係（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 退職手当等証明関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 退職手当等証明関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 退職手当支給決定関係書類（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 退職手当支給決定関係書類（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 退職手当支給決定関係書類（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 人件費関係（平成31年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 人件費関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 人件費関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当
国立大学法人の役職員の給与水準公表（平

成28年度）
企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当
国立大学法人の役職員の給与水準公表（平

成29年度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当
国立大学法人の役職員の給与水準公表（平

成30年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当
国立大学法人の役職員の給与水準公表（令

和元年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当
国立大学法人の役職員の給与水準公表（令

和2年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部人事労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成18年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成19年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成20年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成21年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成22年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成23年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 資格取得喪失関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障
その他健康保険・厚生年金関係（令和2年

度）
企画総務部人事課⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障
その他健康保険・厚生年金関係（令和3年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 給与・退職手当 給与等明細書の電子交付への同意関係 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 給与等明細書の電子交付への同意関係 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 給与等明細書の電子交付への同意関係 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 給与等明細書の電子交付への同意関係 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当 給与等明細書の電子交付への同意関係 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当 給与等明細書の電子交付への同意関係 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
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2017年度 人事 給与・退職手当 給与等明細書の電子交付への同意関係 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 給与等明細書の電子交付への同意関係 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 給与等明細書の電子交付への同意関係 企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 給与等明細書の電子交付への同意関係 企画総務部人事労務課⾧ 未定 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 給与等明細書の電子交付への同意関係 企画総務部人事労務課⾧ 未定 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 給与に関する決裁文書（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 給与に関する決裁文書（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 給与に関する決裁文書（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当 給与に関する決裁文書（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当 給与に関する決裁文書（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 給与に関する決裁文書（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 給与に関する決裁文書（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 給与に関する決裁文書（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 給与に関する決裁文書（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 給与に関する決裁文書（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 給与所得の源泉徴収票控（平成24年） 企画総務部人事課⾧ 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 給与所得の源泉徴収票控（平成25年） 企画総務部人事課⾧ 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 給与所得の源泉徴収票控（平成26年） 企画総務部人事課⾧ 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当 給与所得の源泉徴収票控（平成27年） 企画総務部人事課⾧ 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当 給与所得の源泉徴収票控（平成28年） 企画総務部人事課⾧ 2017年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2024年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 給与所得の源泉徴収票控（平成29年） 企画総務部人事課⾧ 2018年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2025年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 給与所得の源泉徴収票控（平成30年） 企画総務部人事課⾧ 2019年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2026年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 給与所得の源泉徴収票控（平成31年） 企画総務部人事課⾧ 2020年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2027年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 給与所得の源泉徴収票控（令和2年） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2028年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 給与所得の源泉徴収票控（令和3年） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2029年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の住宅取得特別控除申告書（平

成24年）
企画総務部人事課⾧ 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の住宅取得特別控除申告書（平

成25年）
企画総務部人事課⾧ 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の住宅取得特別控除申告書（平

成26年）
企画総務部人事課⾧ 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の住宅取得特別控除申告書（平

成27年）
企画総務部人事課⾧ 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の住宅取得特別控除申告書（平

成28年）
企画総務部人事課⾧ 2017年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2024年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の住宅取得特別控除申告書（平

成29年）
企画総務部人事課⾧ 2018年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2025年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の住宅取得特別控除申告書（平

成30年）
企画総務部人事課⾧ 2019年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2026年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の住宅取得特別控除申告書（平

成31年）
企画総務部人事課⾧ 2020年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2027年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の住宅取得特別控除申告書（令

和2年）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2028年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の住宅取得特別控除申告書（令

和3年）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2029年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書関係（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書関係（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書関係（平成18年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書関係（平成19年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書関係（平成20年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書関係（平成21年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書関係（平成22年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書関係（平成23年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書（平成24年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書（平成25年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書（平成26年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書（平成27年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書（平成28年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 贈与等報告書（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 提出期間末日後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 防止対策委員会関係書類（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 防止対策委員会関係書類（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 防止対策委員会関係書類（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 病気療養報告（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 病気療養報告（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 病気療養報告（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 職員の処分 休業関係（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 職員の処分 休業関係（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 職員の処分 休業関係（平成18年度） 企画総務部人事課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 職員の処分 休業関係（平成19年度） 企画総務部職員課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 職員の処分 休業関係（平成20年度） 企画総務部職員課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
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2009年度 人事 職員の処分 休業関係（平成21年度） 企画総務部職員課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 職員の処分 休業関係（平成22年度） 企画総務部職員課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 職員の処分 休業関係（平成23年度） 企画総務部職員課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の処分 休業関係（平成24年度） 企画総務部職員課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の処分 休業関係（平成25年度） 企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の処分 休職・休業関係（平成26年度） 企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の処分 休職・休業関係（平成27年度） 企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の処分 休職・休業関係（平成28年度） 企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の処分 休職・休業関係（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の処分 休職・休業関係（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の処分 休職・休業関係（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の処分 休職・休業関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の処分 休職・休業関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（平成23年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（平成24年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（平成25年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（平成26年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（平成27年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（平成28年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 倉庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（令和2年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請関係（令和4年） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得・喪失関係（平成30年

度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 4年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得・喪失関係（平成31年

度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 4年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険資格取得・喪失関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 4年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険資格取得・喪失関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 4年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障
雇用保険資格喪失確認通知書（平成30年

度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 完結後4年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障
雇用保険資格喪失確認通知書（平成31年

度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 完結後4年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険資格喪失確認通知書（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 完結後4年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険資格喪失確認通知書（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 完結後4年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成16年

度）
企画総務部人事課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成17年

度）
企画総務部人事課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成18年

度）
企画総務部人事課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成19年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成20年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成21年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成22年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成23年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成24年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成25年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成26年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成27年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成28年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成29年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成30年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障
雇用保険資格取得確認通知書（平成31年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険資格取得確認通知書（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険資格取得確認通知書（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 完結後4年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障
育児・介護・高年齢給付金請求関係書類

（平成30年度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 4年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障
育児・介護・高年齢給付金請求関係書類

（平成31年度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 4年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
育児・介護・高年齢給付金請求関係書類

（令和2年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 4年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理
育児・介護・高年齢給付金請求関係書類

（令和3年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 4年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 災害補償 公務災害認定関係書類（平成8年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 災害補償 公務災害認定関係書類（平成9年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 災害補償 公務災害認定関係書類（平成10年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 災害補償 公務災害認定関係書類（平成11年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 災害補償 公務災害認定関係書類（平成12年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 災害補償 公務災害認定関係書類（平成13年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 災害補償 公務災害認定関係書類（平成14年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 災害補償 公務災害認定関係書類（平成15年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 災害補償 補償・福祉事業支給関係書類（平成8年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
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1997年度 人事 災害補償 補償・福祉事業支給関係書類（平成9年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成10年

度）
総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成11年

度）
総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成12年

度）
総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成13年

度）
総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成14年

度）
総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成15年

度）
総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成16年

度）
企画総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成17年

度）
企画総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成18年

度）
企画総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成19年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成20年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成21年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成22年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成23年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成24年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成25年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成26年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成27年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成28年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成29年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成30年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 災害補償
補償・福祉事業支給関係書類（平成31年

度）
企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 災害補償 補償・福祉事業支給関係書類（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 災害補償 補償・福祉事業支給関係書類（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成8年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成9年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成10年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成11年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成12年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成13年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成14年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成15年度） 総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成18年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成19年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成20年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成21年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成22年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成23年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成24年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成25年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成26年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成27年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成28年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 災害補償 災害補償記録簿（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 災害補償 年次災害報告書（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 災害補償 年次災害報告書（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 災害補償 年次災害報告書（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 災害補償 年次災害報告書（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断に関する書類（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 健康診断に関する書類（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 健康診断に関する書類（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 定期健康診断実施報告書（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 定期健康診断実施報告書（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 定期健康診断実施報告書（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成18年度） 企画総務部人事課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成19年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
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2008年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成20年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成21年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成22年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成23年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成24年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成25年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成26年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成27年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成28年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 総括安全管理者等の発令（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 未定 指名解除後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境 安全衛生委員会議事録（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境 安全衛生委員会議事録（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 安全衛生委員会議事録（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 安全衛生委員会議事録（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 安全衛生委員会議事録（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
毎月勤労統計調査に関する書類（平成31年

度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計
毎月勤労統計調査に関する書類（令和2年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計
毎月勤労統計調査に関する書類（令和3年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請書（平成25年度） 学務部教務課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 国際教養書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請書（平成26年度） 学務部教務課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 国際教養書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請書（平成27年度） 学務部教務課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 国際教養書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 人社系事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 人社系事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 人社系事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 人社系事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 人社系事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 人社系事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成27年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成28年度） 理学部事務⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成29年度） 理学部事務⾧ 2022年4月1日 兼業終了後3年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成30年度） 理学部事務⾧ 2023年4月1日 兼業終了後3年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成31年度） 理学部事務⾧ 2024年4月1日 兼業終了後3年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2022年4月1日 兼業終了後3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成30年度） 工学部事務⾧ 2023年4月1日 兼業終了後3年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成31年・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2024年4月1日 兼業終了後3年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 2023年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 2024年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2022年4月1日 兼業終了後3年 2025年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2023年4月1日 兼業終了後3年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業
兼業許可申請（短期・無報酬兼業を含む）

（平成27年度）
工学系事務センター⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業
兼業許可申請（短期・無報酬兼業を含む）

（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業
兼業許可申請（短期・無報酬兼業を含む）

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2022年4月1日 兼業終了後3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業
兼業許可申請（短期・無報酬兼業を含む）

（平成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2023年4月1日 兼業終了後3年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業
兼業許可申請（短期・無報酬兼業を含む）

（令和元年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2024年4月1日 兼業終了後3年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業
兼業許可申請（短期・無報酬兼業を含む）

（平成27年度）
工学系事務センター⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業
兼業許可申請（短期・無報酬兼業を含む）

（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業
兼業許可申請（短期・無報酬兼業を含む）

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2022年4月1日 兼業終了後3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業
兼業許可申請（短期・無報酬兼業を含む）

（平成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2023年4月1日 兼業終了後3年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業
兼業許可申請（短期・無報酬兼業を含む）

（令和元年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2024年4月1日 兼業終了後3年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業関係（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 国際教養学部事務室総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 兼業関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 国際教養学部事務室総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 国際教養学部事務室総務部労務課⾧ 廃棄
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2019年度 人事 職員の兼業 兼業関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 国際教養学部事務室総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 職員の兼業 兼業（⾧期）（平成21年度） 教育学部事務⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 教育学部書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 職員の兼業 兼業（⾧期）（平成22年度） 教育学部事務⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 教育学部書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 職員の兼業 兼業（⾧期）（平成23年度） 教育学部事務⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 教育学部書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の兼業 兼業（⾧期）（平成24年度） 教育学部事務⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 教育学部事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の兼業 兼業（⾧期）（平成25年度） 教育学部事務⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 教育学部事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の兼業 兼業（⾧期）（平成26年度） 教育学部事務⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 教育学部事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 兼業（⾧期）（平成27年度） 教育学部事務⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 教育学部事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業（⾧期）（平成28年度） 教育学部事務⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 教育学部事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 兼業（⾧期）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 教育学部事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業（⾧期）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 教育学部事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業（⾧期）（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 教育学部事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業（短期）（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 2023年3月31日 紙 教育学部書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 兼業関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 兼業終了後3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2023年4月1日 兼業終了後3年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 兼業関係（平成28年度）
情報部学術情報課⾧・利用

支援企画課⾧
未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 未定 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業関係（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1985年度 人事 職員の処分 懲戒関係（昭和60年度） 総務部人事課⾧ 1986年4月1日 40年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1986年度 人事 職員の処分 懲戒関係（昭和61年度） 総務部人事課⾧ 1987年4月1日 40年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1987年度 人事 職員の処分 懲戒関係（昭和62年度） 総務部人事課⾧ 1988年4月1日 40年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2018年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1988年度 人事 職員の処分 懲戒関係（昭和63年度） 総務部人事課⾧ 1989年4月1日 40年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1989年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成元年度） 総務部人事課⾧ 1990年4月1日 40年 2030年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1992年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成18年度） 企画総務部人事課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成19年度） 企画総務部職員課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成20年度） 企画総務部職員課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成21年度） 企画総務部職員課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成22年度） 企画総務部職員課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成23年度） 企画総務部職員課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成24年度） 企画総務部職員課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成25年度） 企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成26年度） 企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成27年度） 企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成28年度） 企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の処分 懲戒関係（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1985年度 人事 職員の処分 分限関係（昭和60年度） 総務部人事課⾧ 1986年4月1日 40年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1986年度 人事 職員の処分 分限関係（昭和61年度） 総務部人事課⾧ 1987年4月1日 40年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1987年度 人事 職員の処分 分限関係（昭和62年度） 総務部人事課⾧ 1988年4月1日 40年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2018年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1988年度 人事 職員の処分 分限関係（昭和63年度） 総務部人事課⾧ 1989年4月1日 40年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1989年度 人事 職員の処分 分限関係（平成元年度） 総務部人事課⾧ 1990年4月1日 40年 2030年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1992年度 人事 職員の処分 分限関係（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 職員の処分 分限関係（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 職員の処分 分限関係（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 職員の処分 分限関係（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 職員の処分 分限関係（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 職員の処分 分限関係（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
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1998年度 人事 職員の処分 分限関係（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 職員の処分 分限関係（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 職員の処分 分限関係（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 職員の処分 分限関係（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 職員の処分 分限関係（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 職員の処分 分限関係（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1985年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（昭和60年度） 総務部人事課⾧ 1986年4月1日 40年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1986年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（昭和61年度） 総務部人事課⾧ 1987年4月1日 40年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1987年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（昭和62年度） 総務部人事課⾧ 1988年4月1日 40年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2018年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1988年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（昭和63年度） 総務部人事課⾧ 1989年4月1日 40年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1989年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成元年度） 総務部人事課⾧ 1990年4月1日 40年 2030年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：処分等の検討

1992年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 職員の処分 顛末報告書等関係（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 組合交渉関係（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の評価 人事評価（平成25年度） 企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日

延⾧期間：5年 延⾧理由：評価等の検討に

2014年度 人事 職員の評価 人事評価（平成26年度） 企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日

延⾧期間：5年 延⾧理由：評価等の検討に

2015年度 人事 職員の評価 人事評価（平成27年度） 企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：5年 延⾧理由：評価等の検討に

2016年度 人事 職員の評価 人事評価（平成28年度） 企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：5年 延⾧理由：評価等の検討に

2017年度 人事 職員の評価 人事評価（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 人事評価（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 人事評価（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 人事評価（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 人事評価（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成20年度） 企画総務部職員課⾧ 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日

延⾧期間：5年 延⾧理由：評価等の検討に

2009年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成21年度） 企画総務部職員課⾧ 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日

延⾧期間：5年 延⾧理由：評価等の検討に

2010年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成22年度） 企画総務部職員課⾧ 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：評価等の検討

2011年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成23年度） 企画総務部職員課⾧ 2012年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：評価等の検討

2012年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成24年度） 企画総務部職員課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成25年度） 企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成26年度） 企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成27年度） 企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成28年度） 企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（平成26年度） 企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（平成27年度） 企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（平成28年度） 企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 教育研究活動業績評価（平成28年度） 企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教育研究活動業績評価（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教育研究活動業績評価（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教育研究活動業績評価（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和元年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）で実施したシンポジウム・セミ
企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）で実施したシンポジウム・セミ
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）で実施したシンポジウム・セミ
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）実績報告書（平成27年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）実績報告書（平成28年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）実績報告書（平成29年度）
企画総務部職員課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
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2018年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）事業結果説明書（平成30年度）
企画総務部職員課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）事業結果説明書（2019年度）
企画総務部職員課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（先端型）事業結果説明書（2020年度）
企画総務部人事労務課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）事業計画書（平成27年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）事業計画書（平成28年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）事業計画書（平成29年度）
企画総務部職員課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）事業計画書（平成30年度）
企画総務部職員課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）事業計画書（2019年度）
企画総務部職員課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）支払計画書（平成27年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）支払計画書（平成28年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（連携型）支払計画書（平成29年度）
企画総務部職員課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

（先端型）事業計画書（2020年度）
企画総務部人事労務課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職場環境
ベビーシッター派遣事業（育児クーポン）

に関する書類（平成27年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 全事業終了後5年 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境
ベビーシッター派遣事業（割引券）に関す

る書類（平成29年度）
企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境
ベビーシッター派遣事業（割引券）に関す

る書類（平成30年度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境
ベビーシッター派遣事業（割引券）に関す

る書類（平成31年度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境
ベビーシッター派遣事業（割引券）に関す

る書類（令和2年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境
ベビーシッター派遣事業（割引券）に関す

る書類（令和3年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
研究支援要員雇用に関する書類（平成29年

度）
企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
研究支援要員雇用に関する書類（平成30年

度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
研究支援要員雇用に関する書類（2019年

度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
研究支援要員雇用に関する書類（2020年

度）
企画総務部職員課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
研究支援要員雇用に関する書類（2021年

度）
企画総務部職員課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
研究支援要員労働条件通知書（平成27年

度）
企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
研究支援要員労働条件通知書（平成28年

度）
企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
研究支援要員労働条件通知書（平成29年

度）
企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
研究支援要員労働条件通知書（平成30年

度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 研究支援要員労働条件通知書（2019年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 研究支援要員労働条件通知書（2020年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 研究支援要員労働条件通知書（2021年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成7

年度）
総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成8

年度）
総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成9

年度）
総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

10年度）
総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

11年度）
総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

17年度）
企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

18年度）
企画総務部人事課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

19年度）
企画総務部職員課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

20年度）
企画総務部職員課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

21年度）
企画総務部職員課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

22年度）
企画総務部職員課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

23年度）
企画総務部職員課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

24年度）
企画総務部職員課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

25年度）
企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

26年度）
企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

27年度）
企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

28年度）
企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

29年度）
企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

30年度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（平成

31年度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（令和2

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与
生存者叙勲（一類）申請・発令関係（令和3

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成7

年度）
総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成8

年度）
総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成9

年度）
総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

10年度）
総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

11年度）
総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

17年度）
企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

18年度）
企画総務部人事課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

19年度）
企画総務部職員課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

20年度）
企画総務部職員課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

21年度）
企画総務部職員課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

22年度）
企画総務部職員課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

23年度）
企画総務部職員課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
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保存期間

満了時の

措置

備考

2012年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

24年度）
企画総務部職員課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

25年度）
企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

26年度）
企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

27年度）
企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

28年度）
企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

29年度）
企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

30年度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与
生存者叙勲（二類）申請・発令関係（平成

31年度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与
生存者叙勲（ニ類）申請・発令関係（令和2

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与
生存者叙勲（ニ類）申請・発令関係（令和3

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 称号授与 死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 称号授与 死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 称号授与 死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成10年

度）
総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成11年

度）
総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成17年

度）
企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成18年

度）
企画総務部人事課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成19年

度）
企画総務部職員課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成20年

度）
企画総務部職員課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成21年

度）
企画総務部職員課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成22年

度）
企画総務部職員課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成23年

度）
企画総務部職員課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成24年

度）
企画総務部職員課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成25年

度）
企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成26年

度）
企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成27年

度）
企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成28年

度）
企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成29年

度）
企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成30年

度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与
死亡叙位叙勲申請・発令関係（平成31年

度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 死亡叙位叙勲申請・発令関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 死亡叙位叙勲申請・発令関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成7年度）
総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成8年度）
総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成9年度）
総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成10年度）
総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成11年度）
総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成17年度）
企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成18年度）
企画総務部人事課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成19年度）
企画総務部職員課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成20年度）
企画総務部職員課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成21年度）
企画総務部職員課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成22年度）
企画総務部職員課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成23年度）
企画総務部職員課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成24年度）
企画総務部職員課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成25年度）
企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成26年度）
企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成27年度）
企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成28年度）
企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成29年度）
企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（平成30年度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（令和元年度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（令和2年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与
紫綬・藍綬・黄綬・紺綬褒章申請・発令関

係（令和3年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成17年度）
企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成18年度）
企画総務部人事課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成19年度）
企画総務部職員課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成20年度）
企画総務部職員課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成21年度）
企画総務部職員課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成22年度）
企画総務部職員課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成23年度）
企画総務部職員課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成24年度）
企画総務部職員課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成25年度）
企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成26年度）
企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
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2015年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成27年度）
企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成28年度）
企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成29年度）
企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成30年度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（平成31年度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（令和2年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与
表彰推薦・決定関係／医学教育等関係業務

功労者表彰（令和3年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成17年

度）
企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成18年

度）
企画総務部人事課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成19年

度）
企画総務部職員課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成20年

度）
企画総務部職員課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成21年

度）
企画総務部職員課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成22年

度）
企画総務部職員課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成23年

度）
企画総務部職員課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成24年

度）
企画総務部職員課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成25年

度）
企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成26年

度）
企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成27年

度）
企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成28年

度）
企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成29年

度）
企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（平成30年

度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与
千葉大学永年勤続者表彰関係（令和元年

度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 千葉大学永年勤続者表彰関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 千葉大学永年勤続者表彰関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

1985年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（昭和60年度） 総務部人事課⾧ 1986年4月1日 40年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：死亡叙勲等申

1986年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（昭和61年度） 総務部人事課⾧ 1987年4月1日 40年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：死亡叙勲等申

1987年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（昭和62年度） 総務部人事課⾧ 1988年4月1日 40年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2018年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：死亡叙勲等申

1988年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（昭和63年度） 総務部人事課⾧ 1989年4月1日 40年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：死亡叙勲等申

1989年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成元年度） 総務部人事課⾧ 1990年4月1日 40年 2030年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：死亡叙勲等申

1990年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成2年度） 総務部人事課⾧ 1991年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：死亡叙勲等申

1991年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成3年度） 総務部人事課⾧ 1992年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：10年 延⾧理由：死亡叙勲等申

1992年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成4年度） 総務部人事課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成5年度） 総務部人事課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成6年度） 総務部人事課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成7年度） 総務部人事課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成8年度） 総務部人事課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成9年度） 総務部人事課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成10年度） 総務部人事課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成11年度） 総務部人事課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成12年度） 総務部人事課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成13年度） 総務部人事課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成14年度） 総務部人事課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成15年度） 総務部人事課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成16年度） 企画総務部人事課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成17年度） 企画総務部人事課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成18年度） 企画総務部人事課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成19年度） 企画総務部職員課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成20年度） 企画総務部職員課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成21年度） 企画総務部職員課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成22年度） 企画総務部職員課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成23年度） 企画総務部職員課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成24年度） 企画総務部職員課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成25年度） 企画総務部職員課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成26年度） 企画総務部職員課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成27年度） 企画総務部職員課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成28年度） 企画総務部職員課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員録・人事記録 職員証発行データ・申請書（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員録・人事記録 職員証発行データ・申請書（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員録・人事記録 職員証発行データ・申請書（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
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2017年度 人事 職場環境 29 やよい保育園関係 企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境 30 やよい保育園関係 企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 31 やよい保育園関係 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 2 やよい保育園関係 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 2 やよい保育園関係 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境
2 やよい保育園新型コロナウイルス感染症

関係
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 移管

2021年度 人事 職場環境
2 やよい保育園新型コロナウイルス感染症

関係
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 移管

2019年度 人事 勤務状況管理 勤務報告（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務報告（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務報告（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

（平成24年）
企画総務部人事課⾧ 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

（平成25年）
企画総務部人事課⾧ 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

（平成26年）
企画総務部人事課⾧ 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

（平成27年）
企画総務部人事課⾧ 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

（平成28年）
企画総務部人事課⾧ 2017年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2024年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

（平成29年）
企画総務部人事課⾧ 2018年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2025年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

（平成30年）
企画総務部人事課⾧ 2019年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2026年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

（平成31年）
企画総務部人事課⾧ 2020年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2027年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

（令和2年）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2028年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

（令和3年）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2029年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除

申告書（平成24年）
企画総務部人事課⾧ 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除

申告書（平成25年）
企画総務部人事課⾧ 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除

申告書（平成26年）
企画総務部人事課⾧ 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除

申告書（平成27年）
企画総務部人事課⾧ 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除

申告書（平成28年）
企画総務部人事課⾧ 2017年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2024年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除

申告書（平成29年）
企画総務部人事課⾧ 2018年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2025年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の保険料控除、配偶者控除申告

書（平成30年）
企画総務部人事課⾧ 2019年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2026年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の保険料控除、配偶者控除申告

書（平成31年）
企画総務部人事課⾧ 2020年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2027年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の保険料控除、配偶者控除申告

書（令和2年）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2028年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当
給与所得者の保険料控除、配偶者控除申告

書（令和3年）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年2029年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成24年） 企画総務部人事課⾧ 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成25年） 企画総務部人事課⾧ 2014年1月1日 10年 2023年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成26年） 企画総務部人事課⾧ 2015年1月1日 10年 2024年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成27年） 企画総務部人事課⾧ 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成28年） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成29年） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成30年） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 8年 2026年3月31日 紙及び電子 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成31年） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙及び電子 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（令和2年） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙及び電子 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（令和3年） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙及び電子 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 源泉徴収簿兼賃金台帳（平成24年） 企画総務部人事課⾧ 2013年1月1日 10年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 源泉徴収簿兼賃金台帳（平成25年） 企画総務部人事課⾧ 2014年1月1日 10年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 源泉徴収簿兼賃金台帳（平成26年） 企画総務部人事課⾧ 2015年1月1日 10年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当 源泉徴収簿兼賃金台帳（平成27年） 企画総務部人事課⾧ 2016年1月1日 10年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当 源泉徴収簿兼賃金台帳（平成28年） 企画総務部人事課⾧ 2017年1月1日 8年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 源泉徴収簿兼賃金台帳（平成29年） 企画総務部人事課⾧ 2018年1月1日 8年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 源泉徴収簿兼賃金台帳（平成30年） 企画総務部人事課⾧ 2019年1月1日 8年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 源泉徴収簿兼賃金台帳（平成31年） 企画総務部人事課⾧ 2020年1月1日 8年 2027年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 源泉徴収簿兼賃金台帳（R2年） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年1月1日 8年 2028年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 源泉徴収簿兼賃金台帳（令和3年） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年1月1日 8年 2029年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 債権差押命令関係（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 債権差押命令関係（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 債権差押命令関係（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当 債権差押命令関係（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当 債権差押命令関係（平成28年度） 企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 債権差押命令関係（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 債権差押命令関係（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 債権差押命令関係（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 債権差押命令関係（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 債権差押命令関係（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当
市民税県民税特別徴収税額の通知書（平成

24年度）
企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当
市民税県民税特別徴収税額の通知書（平成

25年度）
企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当
市民税県民税特別徴収税額の通知書（平成

26年度）
企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当
市民税県民税特別徴収税額の通知書（平成

29年度）
企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
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2018年度 人事 給与・退職手当
市民税県民税特別徴収税額の通知書（平成

30年度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当
市民税県民税特別徴収税額の通知書（平成

31年度）
企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当
市民税県民税特別徴収税額の通知書（令和2

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当
市民税県民税特別徴収税額の通知書（令和3

年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当
支払関係書類（手元保管に係るものについ

ては原本）（平成24年度）
企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当
支払関係書類（手元保管に係るものについ

ては原本）（平成25年度）
企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当
支払関係書類（手元保管に係るものについ

ては原本）（平成26年度）
企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当
支払関係書類（手元保管に係るものについ

ては原本）（平成27年度）
企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当
支払関係書類（手元保管に係るものについ

ては原本）（平成28年度）
企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当
支払関係書類（手元保管に係るものについ

ては原本）（平成29年度）
企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当
支払関係書類（手元保管に係るものについ

ては原本）（平成30年度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当
支払関係書類（手元保管に係るものについ

ては原本）（平成31年度）
企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当
支払関係書類（手元保管に係るものについ

ては原本）（令和2年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当
支払関係書類（手元保管に係るものについ

ては原本）（令和3年度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（平成21

年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（平成23

年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（平成24

年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（平成25

年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（平成26

年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（平成27

年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（平成28

年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（平成29

年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（平成30

年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（平成31

年度）
企画総務部人事課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（令和2年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障
社会保険への加入等運用基準関係（令和3年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 住民税に関する決裁文書（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 住民税に関する決裁文書（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 住民税に関する決裁文書（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 住民税に関する決裁文書（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 住民税に関する決裁文書（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 住民税に関する決裁文書（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 住民税に関する決裁文書（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 住民税に関する決裁文書（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 住民税台帳（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 住民税台帳（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 住民税台帳（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 住民税台帳（平成29年度） 企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 住民税台帳（平成30年度） 企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 住民税台帳（平成31年度） 企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 住民税台帳（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 住民税台帳（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 所得税に関する決裁文書（平成24年度） 企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 所得税に関する決裁文書（平成25年度） 企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 所得税に関する決裁文書（平成26年度） 企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当
所得税に関する決裁文書（平成27年度）

【H27.4.1～H27.12.31まで】
企画総務部人事課⾧ 2016年1月1日 10年 2025年12月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当 所得税に関する決裁文書（平成28年） 企画総務部人事課⾧ 2017年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2024年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 所得税に関する決裁文書（平成29年） 企画総務部人事課⾧ 2018年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2025年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 所得税に関する決裁文書（平成30年） 企画総務部人事課⾧ 2019年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2026年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 所得税に関する決裁文書（平成31年） 企画総務部人事課⾧ 2020年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2027年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 所得税に関する決裁文書（令和2年） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2028年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 所得税に関する決裁文書（令和3年） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年1月11日 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間2029年1月10日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当
退職所得の受給に関する申告書（平成24年

度）
企画総務部人事課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当
退職所得の受給に関する申告書（平成25年

度）
企画総務部人事課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当
退職所得の受給に関する申告書（平成26年

度）
企画総務部人事課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当
退職所得の受給に関する申告書（平成27年

度）
企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当
退職所得の受給に関する申告書（平成28年

度）
企画総務部人事課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当
退職所得の受給に関する申告書（平成29年

度）
企画総務部人事課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当
退職所得の受給に関する申告書（平成30年

度）
企画総務部人事課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当
退職所得の受給に関する申告書（平成31年

度）
企画総務部人事課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当
退職所得の受給に関する申告書（令和2年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当
退職所得の受給に関する申告書（令和3年

度）
企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係記録簿（平成29年度） 企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係記録簿（平成30年度） 企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄
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2019年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係記録簿（平成31年度） 企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係記録簿（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係記録簿（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 財形貯蓄
その他財形貯蓄に関する書類（平成29年

度）
企画総務部職員課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部労務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 財形貯蓄
その他財形貯蓄に関する書類（平成30年

度）
企画総務部職員課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 財形貯蓄
その他財形貯蓄に関する書類（平成31年

度）
企画総務部職員課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 財形貯蓄 その他財形貯蓄に関する書類（令和2年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 財形貯蓄 その他財形貯蓄に関する書類（令和3年度） 企画総務部人事労務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部労務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 特任准教授の任免（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 教員の任免（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 教員の任免（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 教員の任免（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 教員の任免（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 教員の任免（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 教員の任免（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 情報環境部門会議（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 情報環境部門会議（令和元年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 情報環境部門会議（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
ソフトウェアライセンス専門部会(平成29年

度)
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
ソフトウェアライセンス専門部会(令和2年

度)
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
ソフトウェアライセンス専門部会(令和3年

度)
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
情報戦略機構：CUDTEC設置準備室会議(令

和3年度)
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
コンピューターソフトウェアライセンス管

理台帳
企画総務部情報企画課⾧ 未定 常用 未定 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
・Adobe CC (Creative Cloud)包括契約利用

申請(平成29年度)
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
・Adobe CC (Creative Cloud)包括契約利用

申請(平成30年度)
研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
・Adobe CC (Creative Cloud)包括契約利用

申請(令和元年度)
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
・Adobe CC (Creative Cloud)包括契約利用

申請(令和2年度)
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
・Adobe CC (Creative Cloud)包括契約利用

申請(令和3年度)
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 職員の任免（平成19年度） 情報部情報企画課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 職員の任免（平成20年度） 情報部情報企画課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 職員の任免（平成21年度） 情報部情報企画課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 職員の任免（平成22年度） 情報部情報企画課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 職員の任免（平成23年度） 情報部情報企画課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 常勤職員の任免（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 常勤職員の選考資料等（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員の任免関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員の任免関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員の任免関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員の任免関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員の任免関係（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員の選考資料等（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員の選考資料等（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員の選考資料等（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員の選考資料等（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
非常勤職員の労働条件通知書（平成30年

度）
研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員の労働条件通知書（平成31年

度）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員の労働条件通知書（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員の労働条件通知書（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄
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2019年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（平成30年） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 時間外勤務申告・命令書（平成31年） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 時間外勤務申告・命令書（令和2年） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 時間外勤務申告・命令書（令和3年） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成30年） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成31年） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和2年） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和3年） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 表彰関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 表彰関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
関東甲信越地区国立大学法人等情報化連絡

協議会（平成29年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
国立大学法人等情報化連絡協議会（平成29

年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
関東甲信越地区国立大学法人等情報化連絡

協議会（平成30年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
国立大学法人等情報化連絡協議会（平成30

年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
関東甲信越地区国立大学法人等情報化連絡

協議会（平成31年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
国立大学法人等情報化連絡協議会（平成31

年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
関東甲信越地区国立大学法人等情報化連絡

協議会（令和2年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
国立大学法人等情報化連絡協議会（令和2年

度）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
関東甲信越地区国立大学法人等情報化連絡

協議会（令和3年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
国立大学法人等情報化連絡協議会（令和3年

度）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 情報システム統一研修（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 情報システム統一研修（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 情報システム統一研修（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修
国立大学法人等情報化要員研修（平成31年

度）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修
国立大学法人等情報化要員研修（令和2年

度）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修
国立大学法人等情報化要員研修（令和3年

度）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成18年度） 情報部情報企画課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成20年度） 情報部情報企画課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成21年度） 情報部情報企画課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成22年度） 情報部情報企画課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成23年度） 情報部情報企画課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成24年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 公印
公印の作成・改刻・廃止申請（平成18年

度）
情報部情報企画課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 公印
公印の作成・改刻・廃止申請（平成19年

度）
情報部情報企画課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 公印
公印の作成・改刻・廃止申請（平成23年

度）
情報部情報企画課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 公印
公印の作成・改刻・廃止申請（平成28年

度）
研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 公印
公印の作成・改刻・廃止申請（平成29年

度）
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 公印
公印の作成・改刻・廃止申請（平成31年

度）
研究推進部情報企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止申請（令和2年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 各種予算要求書（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 照会及び回答文書（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 調達関係（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄
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2015年度 会計 契約 調達関係（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 調達関係（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 調達関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 調達関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 調達関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 調達関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 調達関係（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出 謝金関係（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 謝金関係（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出 謝金関係（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 謝金関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 謝金関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 謝金関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 謝金関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 謝金関係（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 教員の任免（平成14年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 教員の任免（平成15年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 教員の任免（平成16年度） 財務部情報課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 教員の任免（平成17年度） 財務部情報課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 教員の任免（平成18年度） 情報部情報企画課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 教員の任免（平成21年度） 情報部情報企画課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 教員の任免（平成22年度） 情報部情報企画課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 教員の任免（平成23年度） 情報部情報企画課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 教員の任免（平成24年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 教員の任免（平成25年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 教員の任免（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 教員の任免（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 教員の任免（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 教員の任免（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 教員の任免（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 教員の任免（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 教員の任免（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 特任研究員の任免（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 特任研究員の任免（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 特任研究員の任免（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 特任研究員の任免（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 特任研究員の任免（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 労働条件通知書（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 労働条件通知書（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 労働条件通知書（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 労働条件通知書（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 労働条件通知書（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成24年度） 情報部情報企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成25年度） 情報部情報企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成26年度） 情報部情報企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成28年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成31年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（令和2年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教員の教育研究活動評価（平成29年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教員の教育研究活動評価（平成30年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員の教育研究活動評価（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員の教育研究活動評価（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員定期評価委

員会（平成24年度）
学術国際部情報企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
統合情報センター教員定期評価委員会（平

成27年度）
学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給 昇給（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 昇給（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 昇給（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 昇給（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 昇給（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄
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2018年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 平成29年文書処理簿 研究推進部情報企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 平成30年文書処理簿 研究推進部情報企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 平成31年文書処理簿 企画総務部情報企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 勤務状況等管理簿（平成30年） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 勤務状況等管理簿（平成31年） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 勤務状況等管理簿（令和2年） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務状況等管理簿（令和3年） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成29年） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成30年） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成31年） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（令和2年） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（令和3年） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 毎月勤労統計調査（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 毎月勤労統計調査（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 毎月勤労統計調査（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与 表彰関係（平成22年度） 情報部情報企画課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 表彰関係（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 表彰関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 表彰関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 表彰関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 表彰関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 表彰関係（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 ハラスメント関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 ハラスメント関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 ハラスメント関係（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成24年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成25年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 広報 センター概要（平成8年度）
総合情報処理センター企画

室⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 センター概要（平成13年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 センター概要（平成14年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成7年度）
総合情報処理センター企画

室⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成8年度）
総合情報処理センター企画

室⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成9年度）
総合情報処理センター企画

室⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成10年度）
総合情報処理センター企画

室⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成11年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成12年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成13年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成14年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成15年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成16年度） 財務部情報課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成19年度） 情報部情報企画課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成20年度） 情報部情報企画課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成22年度） 情報部情報企画課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成23年度） 情報部情報企画課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成24年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄
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2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成25年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 公印
公印の作成・改刻・廃止申請（平成13年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 公印
公印の作成・改刻・廃止申請（平成25年

度）
学術国際部情報企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免
総合情報処理センター⾧候補者選挙（平成

10年）

総合情報処理センター企画

室⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免
総合情報処理センター⾧候補者選挙（平成

12年）
附属図書館情報管理課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免
総合メディア基盤センター⾧候補者選挙

（平成13年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免
総合メディア基盤センター⾧候補者選挙

（平成14年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議
総合情報処理センター運営委員会（平成7年

度）

総合情報処理センター企画

室⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議
総合情報処理センター運営委員会（平成8年

度）

総合情報処理センター企画

室⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議
総合情報処理センター運営委員会（平成9年

度）

総合情報処理センター企画

室⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議
総合情報処理センター運営委員会（平成10

年度）

総合情報処理センター企画

室⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議
総合情報処理センター運営委員会（平成11

年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議
総合情報処理センター運営委員会（平成12

年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター運営委員会（平

成13年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター運営委員会（平

成14年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター運営委員会（平

成15年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター連絡協議会（平

成16年度）
財務部情報課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター連絡協議会（平

成17年度）
財務部情報課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター連絡協議会（平

成18年度）

情報部情報システム基盤室

⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター連絡協議会（平

成19年度）
情報部情報企画課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター連絡協議会（平

成20年度）
情報部情報企画課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議
総合情報処理センター教員会議（平成7年

度）

総合情報処理センター企画

室⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議
総合情報処理センター教員会議（平成8年

度）

総合情報処理センター企画

室⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議
総合情報処理センター教員会議（平成9年

度）

総合情報処理センター企画

室⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議
総合情報処理センター教員会議（平成10年

度）

総合情報処理センター企画

室⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議
総合情報処理センター教員会議（平成11年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議
総合情報処理センター教員会議（平成12年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

13年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

14年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

15年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

16年度）
財務部情報課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

17年度）
財務部情報課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

18年度）

情報部情報システム基盤室

⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

19年度）
情報部情報企画課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

20年度）
情報部情報企画課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

21年度）
情報部情報企画課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

22年度）
情報部情報企画課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

23年度）
情報部情報企画課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
総合メディア基盤センター教員会議（平成

24年度）
学術国際部情報企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 統合情報センター教員会議（平成25年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 統合情報センター教員会議（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 統合情報センター教員会議（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 統合情報センター教員会議（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 統合情報センター教員会議（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 統合情報センター教員会議（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 統合情報センター教員会議（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 統合情報センター教員会議（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 統合情報センター教員会議（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 検査・監査 会計検査・内部監査関係（平成24年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 検査・監査 会計検査・内部監査関係（平成25年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 会計検査・内部監査関係（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 会計検査・内部監査関係（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 会計検査・内部監査関係（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 会計検査・内部監査関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 会計検査・内部監査関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 会計検査・内部監査関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 会計検査・内部監査関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理
消防法関係（防火管理者・消防計画）（令

和3年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄
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2012年度 会計 予算 概算要求関係資料（平成24年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算 概算要求関係資料（平成25年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求関係資料（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求関係資料（平成27年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 概算要求関係資料（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求関係資料（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求関係資料（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 概算要求関係資料（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 概算要求関係資料（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 概算要求関係資料（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算関係（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 決算 その他決算関係書類（平成24年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 決算 その他決算関係書類（平成25年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 決算 その他決算関係書類（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 決算 その他決算関係書類（平成27年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 決算 その他決算関係書類（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 決算 その他決算関係書類（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 決算 その他決算関係書類（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 決算 その他決算関係書類（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 決算 その他決算関係書類（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 決算 その他決算関係書類（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出 謝金関係（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 謝金関係（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出 謝金関係（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 謝金関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 謝金関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 謝金関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 謝金関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 謝金関係（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 研修関係（令和元年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 研修関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 研修関係（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等_科研費（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等_科研費（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金分担金（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金分担金（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金分担金（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金分担金（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金 研究拠点形成費等補助金（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 全事業期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金 研究拠点形成費等補助金（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 全事業期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金 研究拠点形成費等補助金（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 全事業期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金 研究拠点形成費等補助金（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 全事業期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
高性能汎用計算機高度利用事業費補助金

（令和2年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
高性能汎用計算機高度利用事業費補助金

（令和3年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 学内競争的資金（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 学内競争的資金（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 学内競争的資金（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄
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2018年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成等申請（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成等申請（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成等申請（平成31年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成等申請（令和2年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成等申請（令和3年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA
リサーチアシスタントの委嘱等に関する文

書（平成29年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA
リサーチアシスタントの委嘱等に関する文

書（平成30年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
リサーチアシスタントの委嘱等に関する文

書（平成31年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA
リサーチアシスタントの委嘱等に関する文

書（令和2年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（外為法）規程による申

請関係文書（令和2年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（外為法）規程による申

請関係文書（令和3年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 研究倫理教育（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 研究倫理教育（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 研究倫理教育（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 研究倫理教育（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 研究倫理教育（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成
公的研究費等の不正使用防止対策（平成29

年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成
公的研究費等の不正使用防止対策（平成30

年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成
公的研究費等の不正使用防止対策（平成31

年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成
公的研究費等の不正使用防止対策（令和2年

度）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成
公的研究費等の不正使用防止対策（令和3年

度）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 e-Rad関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 e-Rad関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 e-Rad関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 e-Rad関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2004年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成16年度） 財務部情報課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2005年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成17年度） 財務部情報課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2006年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成18年度）
情報部情報システム基盤室

⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2009年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成21年度） 情報部情報企画課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成23年度） 情報部情報企画課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成24年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成25年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係書類（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際 海外渡航
海外渡航関係（海外出張・海外研修）（平

成31年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際 海外渡航
海外渡航関係（海外出張・海外研修）（令

和2年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際 海外渡航
海外渡航関係（海外出張・海外研修）（令

和3年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流事業 二国間交流事業（令和元年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流事業 外国人研究者招へい事業（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流事業 外国人研究者招へい事業（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流事業 外国人研究者招へい事業（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流事業 外国人研究者招へい事業（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流事業 外国人研究者招へい事業（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2001年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員等） 附属図書館情報管理課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 物品管理 物品の管理に関する事項（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 完結後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 物品管理 物品の管理に関する事項（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 完結後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 物品管理 物品の管理に関する事項（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 完結後5年 未定 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 固定資産に関する事項（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 固定資産に関する事項（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 固定資産に関する事項（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 固定資産に関する事項（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 固定資産に関する事項（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 固定資産に関する事項（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 固定資産に関する事項（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄
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2021年度 会計 固定資産管理 固定資産に関する事項（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 各種調査・統計関係（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 各種調査・統計関係（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 各種調査・統計関係（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 各種調査・統計関係（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 各種調査・統計関係（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 情報セキュリティ委員会（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 情報セキュリティ委員会（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 情報セキュリティ委員会（令和元年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 情報セキュリティ委員会（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 情報セキュリティ委員会（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計
情報セキュリティ対策の実施状況に関する

調査（平成29年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計
情報セキュリティ対策の実施状況に関する

調査（平成30年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
情報セキュリティ対策の実施状況に関する

調査（令和元年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計
情報セキュリティ対策の実施状況に関する

調査（令和2年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計
情報セキュリティ対策の実施状況に関する

調査（令和3年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 例外措置申請(平成29年度) 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 例外措置申請(平成30年度) 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 例外措置申請(平成31年度) 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 例外措置申請(令和2年度) 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙及び電子 事務室・サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 例外措置申請(令和3年度) 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 独自ドメイン管理簿 企画総務部情報企画課⾧ 未定 常用 未定 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 事務情報システム専門部会（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 事務情報システム専門部会（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 事務情報システム専門部会（令和元年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 事務情報システム専門部会（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 事務情報システム専門部会（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
事務情報システム運用管理業務日誌等（平

成26年度）
情報部情報企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
事務情報システム運用管理業務日誌等（平

成27年度）
情報部情報企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
事務情報システム運用管理業務日誌等（平

成28年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
事務情報システム運用管理業務日誌等（平

成29年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
事務情報システム運用管理業務日誌等（平

成30年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
事務情報システム運用管理業務日誌等（平

成31年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
事務情報システム運用管理業務日誌等（令

和2年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
事務情報システム運用管理業務日誌等（令

和3年度）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 情報資産管理 事務用ＬＡＮ接続申請書（平成25年度） 学術国際部情報企画課⾧ 未定 機器廃棄後1年 未定 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 事務用ＬＡＮ接続申請書（平成26年度） 学術国際部情報企画課⾧ 未定 機器廃棄後1年 未定 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 事務用ＬＡＮ接続申請書（平成27年度） 学術国際部情報企画課⾧ 未定 機器廃棄後1年 未定 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 事務用ＬＡＮ接続申請書（平成28年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2017年4月1日 機器廃棄後1年 未定 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 事務用ＬＡＮ接続申請書（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 機器廃棄後1年 未定 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 事務用ＬＡＮ接続申請書（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 機器廃棄後1年 未定 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 事務用ＬＡＮ接続申請書（平成31年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 機器廃棄後1年 未定 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 事務用ＬＡＮ接続申請書（令和2年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 機器廃棄後1年 未定 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 事務用ＬＡＮ接続申請書（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 機器廃棄後1年 未定 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 事務用ＰＣ管理者権限申請（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 廃棄パソコン処分申請書（令和3年度） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 電子 サーバ室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
固定グローバルＩＰアドレス申請（平成29

年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
固定グローバルＩＰアドレス申請（平成30

年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
固定グローバルＩＰアドレス申請（令和元

年度）2019
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
固定グローバルＩＰアドレス申請（令和２

年度）2020
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
固定グローバルＩＰアドレス申請（令和３

年度）2021
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
高速演算サーバ利用申請書通知書（平成29

年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
高速演算サーバ利用申請書通知書（平成30

年度）
研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
高速演算サーバ利用申請書通知書（令和元

年度2019）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
高速演算サーバ利用申請書通知書（令和２

年度2020）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
高速演算サーバ利用申請書通知書（令和３

年度2021）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 固定ＩＰアドレス申請（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 固定ＩＰアドレス申請（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 固定ＩＰアドレス申請（令和元年度2019） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 固定ＩＰアドレス申請（令和２年度2020） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 固定ＩＰアドレス申請（令和３年度2021） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 電算実習室利用申請書（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 電算実習室利用申請書（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 電算実習室利用申請書（令和元年度2019） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄
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2020年度 管理運営 情報資産管理 電算実習室利用申請書（令和２年度2020） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 電算実習室利用申請書（令和３年度2021） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 メーリングリスト申請（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 メーリングリスト申請（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 メーリングリスト申請（令和元年度2019） 企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 メーリングリスト申請（令和２年度2020） 企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 メーリングリスト申請（令和３年度2021） 企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
情報基盤システム利用申請書（平成29年

度）
研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
情報基盤システム利用申請書（平成30年

度）
研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
情報基盤システム利用申請書（令和元年度

2019）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
情報基盤システム利用申請書（令和２年度

2020）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
情報基盤システム利用申請書（令和３年度

2021）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 内部進学者等利用継続申請（平成29年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 内部進学者等利用継続申請（平成30年度） 研究推進部情報企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
情報基盤システム利用継続申請書（令和元

年度2019）
企画総務部情報企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
情報基盤システム利用継続申請書（令和２

年度2020）
企画総務部情報企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
情報基盤システム利用継続申請書（令和３

年度2021）
企画総務部情報企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部情報企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 組織の設置改廃 事務組織再編（平成23年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 組織の設置改廃 事務組織再編（平成24年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 組織の設置改廃 事務組織再編（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 組織の設置改廃 事務組織再編（平成26年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃 事務組織再編（平成27年度） 企画総務部人事課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃 事務組織再編（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃 事務組織再編（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃 事務組織再編（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃 事務組織再編（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃 事務組織再編（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 組織の設置改廃 事務組織再編（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃
教育研究組織の新設・改組等に係る手続等

及び設置後のマネジメント体制（平成29年
企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃
教育研究組織の新設・改組等に係る手続等

及び設置後のマネジメント体制（平成30年
企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃
教育研究組織の新設・改組等に係る手続等

及び設置後のマネジメント体制（令和元年
企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃
教育研究組織の新設・改組等に係る手続等

及び設置後のマネジメント体制（令和2年
企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 組織の設置改廃
教育研究組織の新設・改組等に係る手続等

及び設置後のマネジメント体制（令和3年
企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1967年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（昭和42年度） 総務部企画広報室⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成13年度） 総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成14年度） 総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成15年度） 総務部企画広報室⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成16年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成17年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成18年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成19年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成21年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成22年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成23年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院等設置計画書（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 組織の設置改廃
教員採用等計画変更書（ＡＣ）（平成11年

度）
総務部企画広報室⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 組織の設置改廃
教員採用等計画変更書（ＡＣ）（平成12年

度）
総務部企画広報室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 組織の設置改廃
教員採用等計画変更書（ＡＣ）（平成13年

度）
総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 組織の設置改廃
教員採用等計画変更書（ＡＣ）（平成14年

度）
総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 組織の設置改廃
教員採用等計画変更書（ＡＣ）（平成15年

度）
総務部企画広報室⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 組織の設置改廃
教員採用等計画変更書（ＡＣ）（平成16年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 組織の設置改廃
教員採用等計画変更書（ＡＣ）（平成17年

度）
総務部企画広報室⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 組織の設置改廃
教員採用等計画変更書（ＡＣ）（平成18年

度）
総務部企画広報室⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃
専任教員採用等設置計画変更書（ＡＣ教員

審査）（平成28年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃
専任教員採用等設置計画変更書（ＡＣ教員

審査）（平成29年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃
専任教員採用等設置計画変更書（ＡＣ教員

審査）（平成30年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃
専任教員採用等設置計画変更書（ＡＣ教員

審査）（平成31年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成10年度）
総務部企画広報室⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成11年度）
総務部企画広報室⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄
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2000年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成12年度）
総務部企画広報室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成13年度）
総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成14年度）
総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成15年度）
総務部企画広報室⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成16年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成17年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成18年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（平成

21年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（平成

22年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（平成

23年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（平成

24年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（平成

25年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（平成

26年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（平成

27年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（平成

28年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（平成

29年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（平成

30年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（令和

元年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（令和2

年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 組織の設置改廃
設置に係る設置計画履行状況報告書（令和3

年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 組織の設置改廃 教育方法の特例実施協議書（平成5年度） 総務部企画広報室⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 組織の設置改廃 教育方法の特例実施協議書（平成8年度） 総務部企画広報室⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 組織の設置改廃
学科設置、学生定員変更等に関する書類

（平成10年度）
総務部企画広報室⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 組織の設置改廃
学科設置、学生定員変更等に関する書類

（平成11年度）
総務部企画広報室⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 組織の設置改廃
医学部収容定員変更関係計画書（平成20年

度）（平成21年度実施分）
企画総務部企画政策課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 組織の設置改廃
医学部収容定員変更関係計画書（平成21年

度）（平成22年度実施分）
企画総務部企画政策課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 組織の設置改廃
医学部収容定員変更関係計画書（平成22年

度）（平成23年度実施分）
企画総務部企画政策課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 組織の設置改廃
医学部収容定員変更関係計画書（平成24年

度）（平成25年度実施分）
企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃
医学部収容定員変更関係計画書（平成29年

度）（平成30年度実施分）
企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃
医学部収容定員変更関係計画書（令和元年

度）（令和2年度実施分）
企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 組織の設置改廃
医学部収容定員変更関係計画書（令和3年

度）（令和4年度実施分）
企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成17年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成18年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成19年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成20年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成21年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成22年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成23年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成24年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成26年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 組織の設置改廃 設置審関係（廃止報告）（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 組織の設置改廃 学科⾧の指定・廃止申請書（平成6年度） 総務部企画広報室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 組織の設置改廃 学科⾧の指定・廃止申請書（平成10年度） 総務部企画広報室⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 組織の設置改廃 学科⾧の指定・廃止申請書（平成11年度） 総務部企画広報室⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 組織の設置改廃
大学設置・学校法人審議会大学設置分科会

による実地審査資料（平成12年度）
総務部企画広報室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 組織の設置改廃
大学設置・学校法人審議会大学設置分科会

による実地審査資料（平成13年度）
総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成25年度） 企画総務部総務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成26年度） 企画総務部総務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 学校教員統計調査（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄
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2017年度 管理運営 調査統計 大学院活動状況調査（平成28年度分） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 大学院活動状況調査（平成30年度分） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 大学院活動状況調査（令和2年度分） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調査統計（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査統計（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査統計（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査統計（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調査統計（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
研究力の分析に資するデータ標準化の推進

に関するガイドライン（令和元年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計
研究力の分析に資するデータ標準化の推進

に関するガイドライン（令和2年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計
研究力の分析に資するデータ標準化の推進

に関するガイドライン（令和3年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 統合報告書（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 統合報告書（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 統合報告書（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 組織の設置改廃 現状と課題 千葉大学（平成5年度） 総務部企画広報室⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 組織の設置改廃
千葉大学改革の歩み−より高きを求めて−

（平成8年度）
総務部企画広報室⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 組織の設置改廃
千葉大学の将来構想−21世紀の歩み−（平

成13年度）
総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 組織の設置改廃
千葉大学の将来構想（ＩＩ）−大学改革−

（平成14年度）
総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 組織の設置改廃 ミッションの再定義関係（平成24年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 組織の設置改廃 ミッションの再定義関係（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 授業料改定関係（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 授業料改定関係（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 補助金 国立大学改革強化推進事業（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 全事業完了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 補助金 国立大学改革強化推進事業（平成26年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 全事業完了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 補助金 国立大学改革強化推進事業（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 全事業完了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 補助金
国立大学改革強化推進補助金（平成30年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 補助金
国立大学改革強化推進補助金（令和元年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 全事業完了後5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 補助金 国立大学改革強化推進補助金（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 全事業完了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 補助金 国立大学改革強化推進補助金（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 全事業完了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画関係文書（平成16年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画関係文書（平成17年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画関係文書（平成18年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画関係文書（平成19年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画関係文書（平成20年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画関係文書（平成21年

度）
企画総務部企画政策課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画
第二期中期目標・中期計画関係文書（平成

22年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画
第二期中期目標・中期計画関係文書（平成

23年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画
第二期中期目標・中期計画関係文書（平成

24年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画
第二期中期目標・中期計画関係文書（平成

25年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画
第二期中期目標・中期計画関係文書（平成

26年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画関係文書（平成

26年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画関係文書（平成

27年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画関係文書（平成

28年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画関係文書（平成

29年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画関係文書（平成

30年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画関係文書（令和

元年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画関係文書（令和2

年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画関係文書（令和3

年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画
第四期中期目標・中期計画関係文書（令和3

年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成16年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成17年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成18年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成19年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成20年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成21年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成22年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成23年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成24年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成26年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（平成31年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画関係文書（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 点検・評価
大学の在り方、教育・研究活動等（平成13

年度）
総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 点検・評価
大学の在り方、教育・研究活動等（平成14

年度）
総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 点検・評価
大学の在り方、教育・研究活動等（平成15

年度）
総務部企画広報室⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 点検・評価
大学の在り方，教育・研究活動等（平成16

年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 点検・評価
大学評価・学位授与機構の評価（平成12年

度）
総務部企画広報室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 点検・評価
大学評価・学位授与機構の評価（平成13年

度）
総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 点検・評価
大学評価・学位授与機構の評価（平成14年

度）
総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 点検・評価
大学評価・学位授与機構の評価（平成15年

度）
総務部企画広報室⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 点検・評価 大学基準協会相互評価（平成9年度） 総務部企画広報室⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成16年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成17年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成18年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 点検・評価 第1期中期目標・計画・暫定評価関係 企画総務部企画政策課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成20年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 点検・評価 第1期中期目標・計画 本評価関係 企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成22年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成23年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成24年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成26年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書関係（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成16年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成17年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成18年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成19年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成20年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成21年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（第1期中期目標期間) 企画総務部企画政策課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成22年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成23年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成24年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成25年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成26年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成27年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成28年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成29年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（平成30年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（令和元年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 点検・評価 事業報告書関係（令和2年度) 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成18年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成19年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成20年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成21年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成22年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成23年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成24年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 点検・評価 大学情報データベース関係（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 点検・評価 大学ポートレート関係（平成24年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 点検・評価 大学ポートレート関係（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄
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2014年度 管理運営 点検・評価 大学ポートレート関係（平成26年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 点検・評価 大学ポートレート関係（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 点検・評価 大学ポートレート関係（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 点検・評価 大学ポートレート関係（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 点検・評価 大学ポートレート関係（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 点検・評価 大学ポートレート関係（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 点検・評価 大学ポートレート関係（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 点検・評価 大学ポートレート関係（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（平成20年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（平成21年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（平成22年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（平成23年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（平成24年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（平成26年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 点検・評価 大学基本データ分析関係（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 点検・評価 大学機関別認証評価（平成18年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 点検・評価 大学機関別認証評価（平成19年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 点検・評価 大学機関別認証評価（平成26年度実施分） 企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 点検・評価 大学機関別認証評価（令和3年度実施分） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 点検・評価
法科大学院認証評価（予備評価）（平成18

年度）
企画総務部企画政策課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 点検・評価 法科大学院認証評価（平成19年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 点検・評価
法科大学院認証評価（追評価）（平成20年

度実施分）
企画総務部企画政策課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 点検・評価 法科大学院認証評価（平成23年度実施分） 企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 点検・評価 法科大学院認証評価（平成27年度実施分） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 点検・評価 法科大学院認証評価（令和2年度実施分） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 点検・評価 教職大学院認証評価（平成31年度受審） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 検査・監査 視学委員の実地視察資料（平成5年度） 総務部企画広報室⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 検査・監査 視学委員の実地視察資料（平成13年度） 総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 検査・監査 視学委員の実地視察資料（平成14年度） 総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成8年度） 総務部総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成9年度） 総務部総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成10年度） 総務部総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成11年度） 総務部総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成12年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成13年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成14年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成15年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成16年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成17年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成18年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成19年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成20年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成21年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成22年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成23年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成24年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成26年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（平成22年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（平成23年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄
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2012年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（平成24年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（平成25年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（平成26年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 認証評価対応部会（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 柏の葉キャンパス高度化 企画総務部企画政策課⾧ 未定 5年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 柏の葉キャンパス関係（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 基本合意終了後10年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 法人運営 柏の葉キャンパス関係（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 基本合意終了後10年 未定 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 法人運営 ビジョン策定関係（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 経営戦略会議（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 経営戦略会議（平成28年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 経営戦略会議（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 経営戦略会議（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 経営戦略会議（令和元年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 経営戦略会議（令和2年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 経営戦略会議（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 経営戦略基幹会議（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 シンポジウム（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） 企画総務部企画政策課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 企画総務部企画政策課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 人事関係（令和3年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（平成26年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2015年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（平成27年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2016年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部企画政策課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成18年度） 企画総務部総務課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成19年度） 企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成20年度） 企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成21年度） 企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成22年度） 企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成23年度） 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成24年度） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成25年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成26年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成27年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成28年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成29年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成30年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成31年/令和元年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 千葉大学概要（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 千葉大学概要(2017年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 千葉大学概要(2018年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 千葉大学概要(2019年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 千葉大学概要(2020年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 千葉大学概要(2021年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

1949年度 管理運営 広報 千葉大学学報（昭和24年度～平成12年度） 総務部企画広報室⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 千葉大学学報（平成13年度） 総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 千葉大学学報（平成14年度） 総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報 千葉大学学報（平成15年度） 総務部企画広報室⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 千葉大学学報（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報 千葉大学学報（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 千葉大学学報（平成18年度） 企画総務部総務課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 千葉大学学報（平成19年度） 企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

1956年度 管理運営 広報
千葉大学学報号外（昭和31年度～平成12年

度）
総務部企画広報室⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 千葉大学学報号外（平成13年度） 総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 千葉大学学報号外（平成14年度） 総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄
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2003年度 管理運営 広報 千葉大学学報号外（平成15年度） 総務部企画広報室⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 千葉大学学報号外（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報 千葉大学学報号外（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 千葉大学学報号外（平成18年度） 企画総務部総務課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 千葉大学学報号外（平成19年度） 企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報 千葉大インフォメーション08-09 企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 広報 千葉大インフォメーション09-10 企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報 千葉大インフォメーション10-11 企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報 千葉大インフォメーション11-12 企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報 千葉大インフォメーション12-13 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 広報戦略室会議（平成29年度） 企画総務部渉外企画課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 広報戦略室会議（平成30年度） 企画総務部渉外企画課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 広報戦略室会議（平成31年/令和元年度） 企画総務部渉外企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 広報戦略室会議（令和2年度） 企画総務部渉外企画課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 広報戦略室会議（令和3年度） 企画総務部渉外企画課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2000年度 図書 年史 年史関係資料（総務部分）（平成12年度） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2001年度 図書 年史 年史関係資料（総務部分）（平成13年度） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2002年度 図書 年史 年史関係資料（総務部分）（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2003年度 図書 年史 年史関係資料（総務部分）（平成15年度） 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2004年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成16年

度）
企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2005年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成17年

度）
企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2006年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成18年

度）
企画総務部総務課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2007年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成19年

度）
企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2008年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成20年

度）
企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2009年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成21年

度）
企画総務部総務課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2010年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成22年

度）
企画総務部総務課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2011年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成23年

度）
企画総務部総務課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2012年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成24年

度）
企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2013年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成25年

度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2014年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成26年

度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2015年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成27年

度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2016年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成28年

度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成29年

度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成30年

度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（平成31年/

令和元年度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（令和2年

度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 図書 年史
年史関係資料（企画総務部分）（令和3年

度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

1979年度 図書 年史 千葉大学三十年史 総務部企画広報室⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

1999年度 図書 年史 千葉大学五十年史 総務部企画広報室⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 千葉大学シンボルマーク関係 企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 千葉大学公式グッズ関係 企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 文教ニュース・文教速報（平成29年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 文教ニュース・文教速報（平成30年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報
文教ニュース・文教速報（平成31年/令和元

年度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 文教ニュース・文教速報（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 文教ニュース・文教速報（令和3年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 広報（平成31年/令和元年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 広報（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 広報（令和3年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 報道（平成31年/令和元年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 報道（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 報道（令和3年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 新型コロナ関連（広報）（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 移管

2021年度 管理運営 広報 新型コロナ関連（広報）（令和3年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 移管

2018年度 会計 収入 現金出納簿（写）（平成30年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入 現金出納簿（写）（令和元年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 現金出納簿（写）（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 現金出納簿（写）（令和3年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入 小口現金受払簿（写）（平成30年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入 小口現金受払簿（写）（令和元年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 小口現金受払簿（写）（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 小口現金受払簿（写）（令和3年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入 予算執行振替伝票（写）（平成30年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入 予算執行振替伝票（写）（令和元年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄
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2020年度 会計 収入 予算執行振替伝票（写）（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 予算執行振替伝票（写）（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年 人事 勤務状況管理
勤務時間報告書・交通費・休暇簿（平成31

年/令和元年）
企画総務部総務課⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年 人事 勤務状況管理
勤務時間報告書・交通費・休暇簿（令和2

年）
企画総務部総務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年 人事 勤務状況管理
勤務時間報告書・交通費・休暇簿（令和3

年）
企画総務部総務課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 企画総務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 企画総務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成31年度） 企画総務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 企画総務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 企画総務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 企画総務部総務課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 企画総務部総務課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年/令和元年） 企画総務部総務課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 企画総務部総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 電子 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 企画総務部総務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 電子 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 連携・協力 協定書（株式会社千葉銀行） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 連携・協力 協定書（株式会社千葉ロッテマリーンズ） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 連携・協力
協定書（株式会社東日本ジェイアール古河

サッカークラブ）
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 連携・協力 協定書（千葉県） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 連携・協力 協定書（青森県） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 連携・協力 協定書（千葉市） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 連携・協力 協定書（千葉県・医療技術に関する） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 連携・協力
協定書（地方独立行政法人東金九十九里地

域医療センター）
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 連携・協力 協定書（柏市） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 連携・協力 協定書（株式会社京葉銀行） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 連携・協力 協定書（松戸市） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 連携・協力
協定書（東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会組織委員会）
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 連携・協力
協定書（株式会社日本政策金融公庫千葉支

店、館山支店、松戸支店及び船橋支店）
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 連携・協力 協定書（浦安市） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 連携・協力
協定書（大学共同利用機関法人人間文化研

究機構国立歴史民俗博物館）
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 連携・協力
協定書（千葉県警察、公益財団法人千葉県

産業振興センター、一般社団法人千葉県商
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 連携・協力
協定書（国立研究開発法人量子科学技術研

究開発機構）
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 連携・協力 協定書（墨田区） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
協定書（インディア・デザイン・カウンシ

ル）
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
協定書（公益財団法人日本デザイン振興

会）
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 協定書（船橋市） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
協定書（一般社団法人千葉県商工会議所連

合会及び全国健康保険協会千葉支部）
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 協定書（株式会社千葉興業銀行） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 協定書（株式会社JTB総合研究所） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 協定書（イオン株式会社） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 協定書（東京東信用金庫） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 協定書（株式会社ZOZO） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力
協定書（キッコーマン株式会社、京成電鉄

株式会社、小湊鐵道株式会社、株式会社JTB
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 協定書（市原市） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 協定書（芝浦工業大学） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
協定書（一般社団法人千葉大学経済人俱楽

部・絆）
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
協定書（公益財団法人千葉県文化振興財

団）
企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 協定書（芝山町） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 協定書（⾧柄町） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 協定書（南房総市） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 協定書（横芝光町） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 協定書（墨田区・学校法人電子学園） 企画総務部渉外企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 地域（令和元年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 地域（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 地域（令和3年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 千葉大学基金運営委員会（平成29年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 千葉大学基金運営委員会（平成30年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
千葉大学基金運営委員会（平成31年/令和元

年度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 千葉大学基金運営委員会（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 千葉大学基金運営委員会（令和3年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入 千葉大学修学支援基金(平成29年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入 千葉大学修学支援基金(平成30年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入
千葉大学修学支援基金(平成31年/令和元年

度)
企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 千葉大学修学支援基金(令和2年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄
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2021年度 会計 収入 千葉大学修学支援基金(令和3年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 千葉大学若手研究者支援基金(令和2年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 千葉大学若手研究者支援基金(令和3年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2009年度 会計 決算 基金・決算関係（平成21年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2010年度 会計 決算 基金・決算関係（平成22年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2011年度 会計 決算 基金・決算関係（平成23年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 決算 基金・決算関係（平成24年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 決算 基金・決算関係（平成25年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 決算 基金・決算関係（平成26年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 決算 基金・決算関係（平成27年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 決算 基金・決算関係（平成28年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 決算 基金・決算関係（平成29年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 決算 基金・決算関係（平成30年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 決算 基金・決算関係（平成31年/令和元年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 決算 基金・決算関係（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 決算 基金・決算関係（令和3年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入 基金・寄附実績（平成29年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入 基金・寄附実績（平成30年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入 基金・寄附実績（平成31年/令和元年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 基金・寄附実績（令和2年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 基金・寄附実績（令和3年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 千葉大学基金管理規程（平成18年度） 企画総務部基金室⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 千葉大学基金管理規程（平成19年度） 企画総務部基金室⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 千葉大学基金管理規程（平成22年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 ジェネラルサポーター（平成29年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 ジェネラルサポーター（平成30年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報
ジェネラルサポーター（平成31年/令和元年

度）
企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 アラムナイ部門(平成29年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 アラムナイ部門(平成30年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 アラムナイ部門(平成31年/令和元年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 アラムナイ部門(令和2年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 アラムナイ部門(令和3年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 校友会(平成29年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 校友会(平成30年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 校友会(平成31年/令和元年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 校友会(令和2年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 校友会(令和3年度) 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月1日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

1981年度 管理運営 広報 千葉大学広報（昭和56年度～平成12年度） 総務部企画広報室⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 千葉大学広報（平成13年度） 総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 千葉大学広報（平成14年度） 総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報 千葉大学広報（平成15年度） 総務部企画広報室⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 千葉大学広報（平成16年度） 企画総務部総務課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報 千葉大学広報（平成17年度） 企画総務部総務課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 千葉大学広報（平成18年度） 企画総務部総務課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 千葉大学広報（平成19年度） 企画総務部総務課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報 CHIBADAI Press（0号～20号） 企画総務部総務課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報 ちばだいプレス（21号～40号） 企画総務部総務課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 ちばだいプレス（41号～43号） 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 ちばだいプレス（44号～47号） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 ちばだいプレス（48号～51号） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 ちばだいプレス(2017年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 ちばだいプレス(2018年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 ちばだいプレス(2019年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 ちばだいプレス(2020年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 ちばだいプレス(2021年度） 企画総務部渉外企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

1949年度 管理運営 広報 千葉大学概要（昭和24年度～平成12年度） 総務部企画広報室⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成13年度） 総務部企画広報室⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成14年度） 総務部企画広報室⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報 千葉大学概要（平成15年度） 総務部企画広報室⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 企画総務部渉外企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令（依頼）簿等（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令（依頼）簿等（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張
旅行命令（依頼）簿等（平成31・令和元年

度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令（依頼）簿等（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令（依頼）簿等（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄
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2017年度 人事 任免 非常勤職員（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤職員選考資料（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤職員選考資料（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤職員選考資料（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員選考資料（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員選考資料（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員選考資料（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員選考資料（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員選考資料（平成31・令和元年

度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員選考資料（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員選考資料（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤職員労働条件通知書（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤職員労働条件通知書（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤職員労働条件通知書（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員労働条件通知書（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員労働条件通知書（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員労働条件通知書（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員労働条件通知書（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員労働条件通知書（平成31・令和

元年度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員労働条件通知書（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員労働条件通知書（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 研修関係（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 研修関係（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 研修関係（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 病気療養（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 病気療養（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 職員の人事評価（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 ：その他 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 職員の人事評価（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 ：その他 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 職員の人事評価（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 ：その他 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 職員の人事評価（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 ：その他 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 職員の人事評価（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（平成29年） 財務部財務課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（平成30年） 財務部財務課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成29年） 財務部財務課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成30年） 財務部財務課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成31・令和元年） 財務部財務課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 財務部財務企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理
その他勤務状況関係（平成31・令和元年

度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 諸調査報告書（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 諸調査報告書（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 諸調査報告書（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄
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2020年度 管理運営 調査統計 諸調査報告書（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 諸調査報告書（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 通知通達 法令関係通知（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 通知通達 法令関係通知（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 通知通達 法令関係通知（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 通知通達 法令関係通知（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 通知通達 法令関係通知（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 通知通達 法令関係通知（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 通知通達 法令関係通知（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 法令関係通知（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 法令関係通知（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 通知通達 通知文書(受信・発信）（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 通知通達 通知文書(受信・発信）（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達
通知文書(受信・発信）（平成31・令和元年

度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 通知文書(受信・発信）（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 通知通達 取引停止関係通知（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 通知通達 取引停止関係通知（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 取引停止関係通知（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 取引停止関係通知（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 取引停止関係通知（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
公的研究費等コンプライアンス室会議（平

成25年度）
財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
公的研究費等コンプライアンス室会議（平

成26年度）
財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
公的研究費等コンプライアンス室会議（平

成27年度）
財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
公的研究費等コンプライアンス室会議（平

成28年度）
財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
公的研究費等コンプライアンス室会議（平

成29年度）
財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
公的研究費等コンプライアンス室会議（平

成30年度）
財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
公的研究費等コンプライアンス室会議（平

成31・令和元年度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
公的研究費等コンプライアンス室会議（令

和2年度）
財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
公的研究費等コンプライアンス室会議（令

和3年度）
財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 千葉大学会計関係規程集 経理部主計課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成16年度） 財務部財務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成17年度） 財務部財務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成18年度） 財務部財務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成19年度） 財務部財務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成20年度） 財務部財務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成21年度） 財務部財務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成22年度） 財務部財務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成23年度） 財務部財務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程
学内規程の制定・改廃（平成31・令和元年

度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定・改廃（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 財務部財務課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 財務部財務課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31・令和元年） 財務部財務課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 財務部財務企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 財務部財務企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 電子 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成17年度） 財務部財務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成20年度） 財務部財務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成23年度） 財務部財務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 公印
公印の作成・改刻・廃止（平成31・令和元

年度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（令和2年度） 財務部財務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄
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2021年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（令和3年度） 財務部財務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成16年

度）
財務部財務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成17年

度）
財務部財務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成18年

度）
財務部財務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成19年

度）
財務部財務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成20年

度）
財務部財務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成21年

度）
財務部財務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成22年

度）
財務部財務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成23年

度）
財務部財務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成24年

度）
財務部財務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成25年

度）
財務部財務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成26年

度）
財務部財務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成27年

度）
財務部財務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成28年

度）
財務部財務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成29年

度）
財務部財務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成30年

度）
財務部財務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成31・

令和元年度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（令和2年

度）
財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（令和3年

度）
財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成16年度） 財務部財務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成17年度） 財務部財務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成18年度） 財務部財務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成19年度） 財務部財務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成20年度） 財務部財務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成21年度） 財務部財務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成22年度） 財務部財務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成23年度） 財務部財務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 会計監査人の選定（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 法人運営 国立大学法人総合損害保険（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 法人運営 国立大学法人総合損害保険（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 法人運営 国立大学法人総合損害保険（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 法人運営 国立大学法人総合損害保険（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 法人運営 国立大学法人総合損害保険（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 法人運営 国立大学法人総合損害保険（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 法人運営 国立大学法人総合損害保険（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 法人運営 国立大学法人総合損害保険（平成31年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 国立大学法人総合損害保険（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 法人運営 国立大学法人総合損害保険（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 法人運営
業務方法書に関する決裁文書（平成16年

度）
財務部財務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2004年度 医事 医療機関申請
附属病院各種届出・受理通知（平成16年

度）
財務部財務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2004年度 医事 医療機関申請
附属病院各種承認申請・承認通知（平成16

年度）
財務部財務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2005年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成17年度） 財務部財務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2006年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成18年度） 財務部財務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2007年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成19年度） 財務部財務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2008年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成20年度） 財務部財務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2009年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成21年度） 財務部財務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2010年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成22年度） 財務部財務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2011年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成23年度） 財務部財務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 附属病院各種届出関係（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 財務管理 命免（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄
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2018年度 会計 財務管理 命免（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 財務管理 命免（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 財務管理 命免（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 財務管理 命免（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 政府調達・入札
入札参加資格申請関係（県）（平成30～31

年度）
財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 政府調達・入札
入札参加資格申請関係（県）（令和2～3年

度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札
入札参加資格申請関係（県）（令和4～5年

度）
財務部財務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 政府調達・入札
入札参加資格申請関係（国）（平成31～33

年度）
財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札
入札参加資格申請関係（国）（令和4 ～6年

度）
財務部財務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 収入
預かり補助金に係る収入契約（平成26年

度）
財務部財務課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 収入
預かり補助金に係る収入契約（平成27年

度）
財務部財務課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 収入
預かり補助金に係る収入契約（平成28年

度）
財務部財務課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入
預かり補助金に係る収入契約（平成29年

度）
財務部財務課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入
預かり補助金に係る収入契約（平成30年

度）
財務部財務課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入
預かり補助金に係る収入契約（平成31・令

和元年度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 預かり補助金に係る収入契約（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 預かり補助金に係る収入契約（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 寄附金移し替え（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 寄附金移し替え（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 寄附金移し替え（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 寄附金移し替え（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 寄附金移し替え（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算 収入・支出概算要求書（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算 収入・支出概算要求書（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 収入・支出概算要求書（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 収入・支出概算要求書（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 収入・支出概算要求書（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 収入・支出概算要求書（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 収入・支出概算要求書（平成31年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 収入・支出概算要求書（令和2年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 収入・支出概算要求書（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 収入・支出概算要求書（令和4年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 照会及び回答文書（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 照会及び回答文書（令和２年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 照会及び回答文書（令和３年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 予算 内示関係資料（平成16年度） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄
当初の保存期間満了日：2014年3月31日

延⾧期間：10年

2012年度 会計 予算 内示関係資料（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算 内示関係資料（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 内示関係資料（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 内示関係資料（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 内示関係資料（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 内示関係資料（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 内示関係資料（平成31年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 内示関係資料（令和2年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 内示関係資料（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 内示関係資料（令和4年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算 配分関係資料（当初配分）（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算 配分関係資料（当初配分）（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 配分関係資料（当初配分）（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 配分関係資料（当初配分）（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 配分関係資料（当初配分）（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 配分関係資料（当初配分）（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 配分関係資料（当初配分）（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算
配分関係資料（当初配分）（平成31・令和

元年度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 配分関係資料（当初配分）（令和２年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算 予算配分書（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算 予算配分書（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 予算配分書（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 予算配分書（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 予算配分書（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算配分書（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算配分書（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算配分書（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算配分書（令和２年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄
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2021年度 会計 予算 予算配分書（令和３年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
各種経費要求書及び附属資料（平成29年

度）
財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
各種経費要求書及び附属資料（平成30年

度）
財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 学⾧裁量経費（平成29年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 学⾧裁量経費（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2004年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成16年度） 財務部財務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2005年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成17年度） 財務部財務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2006年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成18年度） 財務部財務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2007年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成19年度） 財務部財務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2008年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成20年度） 財務部財務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2009年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成21年度） 財務部財務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2010年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成22年度） 財務部財務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2011年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成23年度） 財務部財務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 財務管理
⾧期借入金関係資料（平成31・令和元年

度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係資料（令和２年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 財務管理 財務分析関係（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 財務管理 財務分析関係（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 財務管理 財務分析関係（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 財務管理 財務分析関係（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 財務管理 財務分析関係（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 財務管理 財務分析関係（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 財務管理 財務分析関係（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 財務管理 財務分析関係（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2004年度 会計 決算 財務諸表等（平成16年度） 財務部財務課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2005年度 会計 決算 財務諸表等（平成17年度） 財務部財務課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2006年度 会計 決算 財務諸表等（平成18年度） 財務部財務課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2007年度 会計 決算 財務諸表等（平成19年度） 財務部財務課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2008年度 会計 決算 財務諸表等（平成20年度） 財務部財務課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2009年度 会計 決算 財務諸表等（平成21年度） 財務部財務課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2010年度 会計 決算 財務諸表等（平成22年度） 財務部財務課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2011年度 会計 決算 財務諸表等（平成23年度） 財務部財務課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 決算 財務諸表等（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 決算 財務諸表等（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 決算 財務諸表等（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 決算 財務諸表等（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 決算 財務諸表等（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 決算 財務諸表等（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 決算 財務諸表等（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 決算 財務諸表等（平成3１・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 決算 財務諸表等(令和2年度) 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 決算 財務諸表等(令和3年度) 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2007年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成19年度） 財務部財務課⾧ 2008年4月1日 15年 2023年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2008年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成20年度） 財務部財務課⾧ 2009年4月1日 15年 2024年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2009年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成21年度） 財務部財務課⾧ 2010年4月1日 15年 2025年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2010年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成22年度） 財務部財務課⾧ 2011年4月1日 15年 2026年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2011年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成23年度） 財務部財務課⾧ 2012年4月1日 15年 2027年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 15年 2028年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 15年 2029年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 15年 2030年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 15年 2031年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 15年 2032年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 15年 2033年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 15年 2034年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 決算
総勘定元帳及び仕訳帳（平成3１・令和元年

度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 15年 2035年3月31日

電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 15年 2036年3月31日
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 決算 総勘定元帳及び仕訳帳（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 15年 2037年3月31日 電子 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄
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2015年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 決算
その他の決算関係書類（平成31・令和元年

度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 決算 その他の決算関係書類（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 決算 その他の決算関係書類（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 検査・監査 合計残高試算表（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 検査・監査 合計残高試算表（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 合計残高試算表（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 合計残高試算表（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 合計残高試算表（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 合計残高試算表（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 合計残高試算表（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 合計残高試算表（平成31･令和元年度） 財務部財務企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 合計残高試算表（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 合計残高試算表（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 固定資産管理 財産監守者等通知書（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 国有財産台帳（写） 経理部主計課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 国有財産副台帳 理学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫（理学） 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2004年度 会計 固定資産管理 固定資産管理台帳 財務部財務課⾧ 2005年4月1日 常用 未定
電子 ：共有

 サーバー内
事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 国立大学法人への承継関係（平成15年度） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

1992年度 会計 固定資産管理 所管換関係（柏・松戸Ｃ地区） 経理部主計課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 所管換関係（法定外公共物） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 所管換関係（谷津住宅） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

1993年度 会計 固定資産管理 寄附受入関係（工学部創立70周年記念碑） 経理部主計課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

1998年度 会計 固定資産管理
寄附受入関係（園芸学部パイロットプラン

ト）
経理部主計課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 登記関係（登記済権利証） 経理部主計課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

1996年度 会計 固定資産管理 地上権設定関係（亥鼻地区） 経理部主計課⾧ 1997年4月1日 地上権設定契約終了後30年2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 固定資産管理 除却関係（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 固定資産管理 除却関係（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 除却関係（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 除却関係（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 除却関係（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 除却関係（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 除却関係（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 除却関係（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 除却関係（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 除却関係（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

1998年度 会計 固定資産管理 売払関係（都市計画道路） 経理部主計課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 売払関係（教育学部臨海実習所） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 固定資産管理
売払関係（職員宿舎、熱川農場及び薬草

園）
財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 譲与関係（西千葉・亥鼻歩道敷） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 土地境界協議関係（西千葉地区） 経理部主計課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 土地境界協議関係（亥鼻地区） 経理部主計課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 土地境界協議関係（小中台地区） 経理部主計課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 土地境界協議関係（松戸地区） 経理部主計課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2001年度 会計 固定資産管理
土地境界協議関係（気候医学研究室・暖地

農場・轟町宿舎・習志野地区・⾧沼原地
経理部主計課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 土地境界協議関係（柏地区） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2007年度 会計 固定資産管理 土地境界協議関係（熱川地区） 財務部財務課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2002年度 会計 固定資産管理 測量関係（教育学部臨海実習所地区） 経理部主計課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 測量関係（柏地区） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 測量関係（山中地区） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 測量関係（亥鼻地区法定外公共物） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 測量関係（松戸地区法定外公共物） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 測量関係（熱川地区法定外公共物） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 測量関係（西千葉地区法定外公共物） 経理部主計課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 使用許可（短期）（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 使用許可（短期）（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 使用許可（短期）（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 一時貸付（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 一時貸付（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 一時貸付（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 一時貸付（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄
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2021年度 会計 固定資産管理 一時貸付（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 使用許可（無償）（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 使用許可（無償）（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 使用許可（無償）（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 使用許可（有償）（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 使用許可（有償）（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 使用許可（有償）（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 貸付関係（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 貸付関係（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 貸付関係（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 貸付関係（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 貸付関係（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

1973年度 会計 固定資産管理
無償貸付（千葉県・急傾斜地）（小中台北

宿舎）
経理部主計課⾧ 未定 貸付期間終了後から10年未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

1981年度 会計 固定資産管理 無償貸付（千葉県・急傾斜地）（医学部） 経理部主計課⾧ 未定 貸付期間終了後から10年未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 文部科学省報告その他（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 文部科学省報告その他（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理
文部科学省報告その他（平成31・令和元年

度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 文部科学省報告その他（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 文部科学省報告その他（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 固定資産管理 固定資産貸付関係（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 固定資産管理 固定資産貸付関係（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 固定資産管理 資産・物品関係（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 固定資産管理 資産・物品関係（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 資産・物品関係（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 資産・物品関係（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 資産・物品関係（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 資産・物品関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 資産・物品関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 資産・物品関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 固定資産管理 財産借入（平成24年度） 財務部財務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 固定資産管理 財産借入（平成25年度） 財務部財務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 財産借入（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 財産借入（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 財産借入（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 財産借入（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 財産借入（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 財産借入（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 財産借入（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 財産借入（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2001年度 会計 宿舎 宿舎現況記録 経理部主計課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 宿舎 宿舎関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 宿舎 宿舎関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 宿舎 宿舎関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 宿舎 宿舎貸与関係（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 宿舎 宿舎貸与関係（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 宿舎 宿舎貸与関係（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 宿舎
宿舎貸与関係（駐車場）（平成31・令和元

年度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 宿舎 宿舎貸与関係（駐車場）（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 宿舎 宿舎貸与関係（駐車場）（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 宿舎 宿舎明渡届（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 宿舎 宿舎明渡届（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 宿舎 宿舎明渡届（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 宿舎
明渡猶予・損害賠償（平成31・令和元年

度）
財務部財務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 宿舎 明渡猶予・損害賠償（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄
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2021年度 会計 宿舎 明渡猶予・損害賠償（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 宿舎 債権発生等通知書（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 宿舎 債権発生等通知書（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 宿舎 債権発生等通知書（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 宿舎 債権発生等通知書（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 宿舎 債権発生等通知書（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 宿舎 債権発生等通知書（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 宿舎 債権発生等通知書（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 宿舎 債権発生等通知書（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 振替伝票関係（平成26年度） 財務部財務課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 振替伝票関係（平成27年度） 財務部財務課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 振替伝票関係（平成28年度） 財務部財務課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 振替伝票関係（平成29年度） 財務部財務課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 振替伝票関係（平成30年度） 財務部財務課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 振替伝票関係（平成31・令和元年度） 財務部財務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 振替伝票関係（令和2年度） 財務部財務企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 振替伝票関係（令和3年度） 財務部財務企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部財務企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 財務管理 銀行口座別資金現在額（平成26年度） 財務部経理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2015年度 会計 財務管理 銀行口座別資金現在額（平成27年度） 財務部経理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2016年度 会計 財務管理 銀行口座別資金現在額（平成28年度） 財務部経理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2017年度 会計 財務管理 銀行口座別資金現在額（平成29年度） 財務部経理課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2018年度 会計 財務管理 銀行口座別資金現在額（平成30年度） 財務部経理課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 財務管理 銀行口座別資金現在額（令和元年度） 財務部経理課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2020年度 会計 財務管理 銀行口座別資金現在額（令和2年度） 財務部経理課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2021年度 会計 財務管理 銀行口座別資金現在額（令和3年度） 財務部経理課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2014年度 会計 財務管理 収入・支出予定額調（平成27年度） 財務部経理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2015年度 会計 財務管理 収入・支出予定額調（平成28年度） 財務部経理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2016年度 会計 財務管理 収入・支出予定額調（平成29年度） 財務部経理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2017年度 会計 財務管理 収入・支出予定額調（平成30年度） 財務部経理課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2018年度 会計 財務管理 収入・支出予定額調（平成31年度） 財務部経理課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 財務管理 収入・支出予定額調（令和2年度） 財務部経理課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2020年度 会計 財務管理 収入・支出予定額調（令和3年度） 財務部経理課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2021年度 会計 財務管理 収入・支出予定額調（令和4年度） 財務部経理課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 財務管理
業務上の余裕金の運用にかかる認定につい

て
財務部経理課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2014年度 会計 債権 債権管理簿（平成26年度） 財務部経理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 電子 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2015年度 会計 債権 債権管理簿（平成27年度） 財務部経理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 電子 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2016年度 会計 債権 債権管理簿（平成28年度） 財務部経理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 電子 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2017年度 会計 債権 債権管理簿（平成29年度） 財務部経理課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 電子 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2018年度 会計 債権 債権管理簿（平成30年度） 財務部経理課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 電子 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 債権 債権管理簿（令和元年度） 財務部経理課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 電子 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2020年度 会計 債権 債権管理簿（令和2年度） 財務部経理課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 電子 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2021年度 会計 債権 債権管理簿（令和3年度） 財務部経理課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 電子 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出 振替伝票（平成26年度） 財務部経理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2014年度 会計 収入 振替伝票（平成26年度） 財務部経理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 振替伝票（平成27年度） 財務部経理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2015年度 会計 収入 振替伝票（平成27年度） 財務部経理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出 振替伝票（平成28年度） 財務部経理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2016年度 会計 収入 振替伝票（平成28年度） 財務部経理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 振替伝票（平成29年度） 財務部経理課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入 振替伝票（平成29年度） 財務部経理課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 振替伝票（平成30年度） 財務部経理課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入 振替伝票（平成30年度） 財務部経理課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 振替伝票（令和元年度） 財務部経理課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入 振替伝票（令和元年度） 財務部経理課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 振替伝票（令和2年度） 財務部経理課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 振替伝票（令和2年度） 財務部経理課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 振替伝票（令和3年度） 財務部経理課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 振替伝票（令和3年度） 財務部経理課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2012年度 会計 支出 小切手原符（平成24年度） 財務部経理課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2013年度 会計 支出 小切手原符（平成25年度） 財務部経理課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出 小切手原符（平成26年度） 財務部経理課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 小切手原符（平成27年度） 財務部経理課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出 小切手原符（平成28年度） 財務部経理課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 小切手原符（平成29年度） 財務部経理課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄
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2018年度 会計 支出 小切手原符（平成30年度） 財務部経理課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 小切手原符（令和元年度） 財務部経理課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 小切手原符（令和2年度） 財務部経理課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 小切手原符（令和3年度） 財務部経理課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2012年度 会計 支出 小切手用紙・受払簿（平成24年度） 財務部経理課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2013年度 会計 支出 小切手用紙・受払簿（平成25年度） 財務部経理課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出 小切手用紙・受払簿（平成26年度） 財務部経理課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 小切手用紙・受払簿（平成27年度） 財務部経理課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出 小切手用紙・受払簿（平成28年度） 財務部経理課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 小切手用紙・受払簿（平成29年度） 財務部経理課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 小切手用紙・受払簿（平成30年度） 財務部経理課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 小切手用紙・受払簿（令和元年度） 財務部経理課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 小切手用紙・受払簿（令和2年度） 財務部経理課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 小切手用紙・受払簿（令和3年度） 財務部経理課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2014年度 会計 収入 現金領収証書受払簿（平成26年度） 財務部経理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2015年度 会計 収入 現金領収証書受払簿（平成27年度） 財務部経理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2016年度 会計 収入 現金領収証書受払簿（平成28年度） 財務部経理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入 現金領収証書受払簿（平成29年度） 財務部経理課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入 現金領収証書受払簿（平成30年度） 財務部経理課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入 現金領収証書受払簿（令和元年度） 財務部経理課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 現金領収証書受払簿（令和2年度） 財務部経理課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 現金領収証書受払簿（令和3年度） 財務部経理課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2014年度 会計 収入 授業料預金口座振替依頼書（平成26年度） 財務部経理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2015年度 会計 収入 授業料預金口座振替依頼書（平成27年度） 財務部経理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2016年度 会計 収入 授業料預金口座振替依頼書（平成28年度） 財務部経理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入 授業料預金口座振替依頼書（平成29年度） 財務部経理課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入 授業料預金口座振替依頼書（平成30年度） 財務部経理課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入 授業料預金口座振替依頼書（令和元年度） 財務部経理課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 授業料預金口座振替依頼書（令和2年度） 財務部経理課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 授業料預金口座振替依頼書（令和3年度） 財務部経理課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2014年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成26年度） 財務部経理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2015年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成27年度） 財務部経理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2016年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成28年度） 財務部経理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成29年度） 財務部経理課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成30年度） 財務部経理課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入 収入金現金出納簿（令和元年度） 財務部経理課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 収入金現金出納簿（令和2年度） 財務部経理課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 収入金現金出納簿（令和3年度） 財務部経理課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2014年度 会計 収入 領収書原符（平成26年度） 財務部経理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2015年度 会計 収入 領収書原符（平成27年度） 財務部経理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2016年度 会計 収入 領収書原符（平成28年度） 財務部経理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入 領収書原符（平成29年度） 財務部経理課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入 領収書原符（平成30年度） 財務部経理課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入 領収書原符（令和元年度） 財務部経理課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 財務部経理課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 領収書原符（令和2年度） 財務部経理課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 領収書原符（令和3年度） 財務部経理課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部経理課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（アイソトープ実

験施設）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（アイソトープ実

験施設）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（アイソトープ実

験施設）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（アイソトープ実

験施設）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教育セン

ター、言語教育センター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教育セン

ター、言語教育センター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教育セン

ター）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教育セン

ター）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教育セン

ター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（高等教育研究機

構）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（高等教育研究機

構）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際未来教育基

幹）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際未来教育基

幹）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際未来教育基

幹）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（産学連携・知的

財産機構、産業連携研究推進ステーショ
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（産業連携研究推

進ステーション）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（産業連携研究推

進ステーション）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（産業連携研究推

進ステーション）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄
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2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（産業連携研究推

進ステーション）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（統合情報セン

ター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（統合情報セン

ター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（統合情報セン

ター）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（統合情報セン

ター）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（統合情報セン

ター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院工学研究

科）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院工学研究

科）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院工学研究

科）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院工学研究

院）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院工学研究

院）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院理学研究

院）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院理学研究

院）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院理学研究

院）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院理学研究

院）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院理学研究

院）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（フロンティア医

工学センター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（フロンティア医

工学センター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（フロンティア医

工学センター）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（フロンティア医

工学センター）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（フロンティア医

工学センター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（ベンチャービジ

ネスラボラトリー）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（ベンチャービジ

ネスラボラトリー）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（ベンチャービジ

ネスラボラトリー）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（ベンチャービジ

ネスラボラトリー）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（海洋バイオシス

テム研究センター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（海洋バイオシス

テム研究センター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（海洋バイオシス

テム研究センター）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（海洋バイオシス

テム研究センター）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（海洋バイオシス

テム研究センター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（環境リモートセ

ンシング研究センター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（環境リモートセ

ンシング研究センター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（環境リモートセ

ンシング研究センター）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（環境リモートセ

ンシング研究センター）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（環境リモートセ

ンシング研究センター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（教育学部）（平

成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（教育学部）（平

成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（教育学部）（平

成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（教育学部）（平

成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（教育学部）（平

成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（事務局）（平成

26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（事務局）（平成

27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（事務局）（平成

28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（事務局）（平成

29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（事務局）（平成

30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（先進科学セン

ター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（先進科学セン

ター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院人文社会

科学研究科）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院人文社会

科学研究科）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院人文社会

科学研究科）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院融合科学

研究科）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院融合科学

研究科）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院融合科学

研究科）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（普遍教育セン

ター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（普遍教育セン

ター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（全学教育セン

ター）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（全学教育セン

ター）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（全学教育セン

ター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教養学部）

（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教養学部）

（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教養学部）

（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（附属図書館）

（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（附属図書館）

（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（附属図書館）

（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄
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2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（附属図書館）

（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（附属図書館）

（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（共用機器セン

ター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（共用機器セン

ター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（共用機器セン

ター）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（共用機器セン

ター）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（文学部）（平成

26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（文学部）（平成

27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（文学部）（平成

28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（人文科学研究

院・社会科学研究院）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（人文科学研究

院・社会科学研究院）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（法政経学部）

（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（法政経学部）

（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（法政経学部）

（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（アイソトープ実験施設）

（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（アイソトープ実験施設）

（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（アイソトープ実験施設）

（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（アイソトープ実験施設）

（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（アイソトープ実験施設）

（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（産学連携・知的財産機構、

産業連携研究推進ステーション）（平成26
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（産業連携研究推進ステー

ション）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（産業連携研究推進ステー

ション）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（産学連携・知的財産機構）

（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（産業連携研究推進ステー

ション）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（総合安全衛生管理機構）

（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（総合安全衛生管理機構）

（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（総合安全衛生管理機構）

（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（総合安全衛生管理機構）

（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（総合安全衛生管理機構）

（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（千葉大学・上海交通大学国

際共同研究センター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（千葉大学・上海交通大学国

際共同研究センター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（統合情報センター）（平成

26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（統合情報センター）（平成

27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（統合情報センター）（平成

28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（統合情報センター）（平成

29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（統合情報センター）（平成

30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院人文社会科学研究

科）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院人文社会科学研究

科）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院人文社会科学研究

科）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院融合科学研究科）

（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院融合科学研究科）

（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院融合科学研究科）

（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院工学研究科）（平成

26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院工学研究科）（平成

27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院工学研究科）（平成

28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院工学研究院）（平成

29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院工学研究院）（平成

30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院専門法務研究科）

（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院専門法務研究科）

（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院専門法務研究科）

（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院理学研究院）（平成

26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院理学研究院）（平成

27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院理学研究院）（平成

28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院理学研究院）（平成

29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院理学研究院）（平成

30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（フロンティア医工学セン

ター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（フロンティア医工学セン

ター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（フロンティア医工学セン

ター）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（フロンティア医工学セン

ター）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（フロンティア医工学セン

ター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（ベンチャービジネスラボラ

トリー）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（ベンチャービジネスラボラ

トリー）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（ベンチャービジネスラボラ

トリー）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（ベンチャービジネスラボラ

トリー）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄
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2018年度 会計 契約
契約関係伝票（ベンチャービジネスラボラ

トリー）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（海洋バイオシステム研究セ

ンター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（海洋バイオシステム研究セ

ンター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（海洋バイオシステム研究セ

ンター）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（海洋バイオシステム研究セ

ンター）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（海洋バイオシステム研究セ

ンター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（環境リモートセンシング研

究センター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（環境リモートセンシング研

究センター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（環境リモートセンシング研

究センター）（平成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（環境リモートセンシング研

究センター）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（環境リモートセンシング研

究センター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 契約関係伝票（教育学部）（平成26年度） 財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 契約関係伝票（教育学部）（平成27年度） 財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 契約関係伝票（教育学部）（平成28年度） 財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 契約関係伝票（教育学部）（平成29年度） 財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 契約関係伝票（教育学部）（平成30年度） 財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教育センター、言語教

育センター）（平成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教育センター、言語教

育センター）（平成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教育センター）（平成

28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教育センター）（平成

29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教育センター）（平成

30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（高等教育研究機構）（平成

28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（高等教育研究機構）（平成

29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（国際未来教育基幹）（平成

28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（国際未来教育基幹）（平成

29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（国際未来教育基幹）（平成

30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 契約関係伝票（事務局）（平成26年度） 財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 契約関係伝票（事務局）（平成27年度） 財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 契約関係伝票（事務局）（平成28年度） 財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 契約関係伝票（事務局）（平成29年度） 財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 契約関係伝票（事務局）（平成30年度） 財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（先進科学センター）（平成

26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（先進科学センター）（平成

27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（先進科学センター）（平成

28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（先進科学センター）（平成

29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（先進科学センター）（平成

30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（普遍教育センター）（平成

26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（普遍教育センター）（平成

27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（全学教育センター）（平成

28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（全学教育センター）（平成

29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（全学教育センター）（平成

30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教養学部）（平成28年

度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教養学部）（平成29年

度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教養学部）（平成30年

度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（附属図書館）（平成26年

度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（附属図書館）（平成27年

度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（附属図書館）（平成28年

度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（附属図書館）（平成29年

度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（附属図書館）（平成30年

度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（共用機器センター）（平成

26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（共用機器センター）（平成

27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（共用機器センター）（平成

28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（共用機器センター）（平成

29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（共用機器センター）（平成

30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 契約関係伝票（文学部）（平成26年度） 財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 契約関係伝票（文学部）（平成27年度） 財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 契約関係伝票（文学部）（平成28年度） 財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（人文科学研究院・社会科学

研究院）（平成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（人文科学研究院・社会科学

研究院）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（法政経学部）（平成26年

度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（法政経学部）（平成27年

度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（法政経学部）（平成28年

度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 倉庫（外） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 アルコール申告書（平成29年度） 財務部契約課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 アルコール申告書（平成30年度） 財務部契約課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄
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2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（光熱水料）（平

成26年度）
財務部契約課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（光熱水料）（平

成27年度）
財務部契約課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（光熱水料）（平

成28年度）
財務部契約課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（光熱水料）（平

成29年度）
財務部契約課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（光熱水料）（平

成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成24年度） 財務部契約課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成25年度） 財務部契約課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成26年度） 財務部契約課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成27年度） 財務部契約課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成28年度） 財務部契約課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成29年度） 財務部契約課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 決算 その他の決算関係書類（平成30年度） 財務部契約課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当 非雇用者謝金関係書類(平成28年度) 財務部契約課⾧ 2017年1月11日 7年 2024年1月10日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 非雇用者謝金関係書類(平成29年度) 財務部契約課⾧ 2018年1月11日 7年 2025年1月10日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 非雇用者謝金関係書類(平成30年度) 財務部契約課⾧ 2019年1月11日 7年 2026年1月10日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（ソフト分子活性

化研究センター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（ソフト分子活性化研究セン

ター）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（総合安全衛生管

理機構）（平成30年度）
財務部契約課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教育セン

ター）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教育セン

ター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教育セン

ター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際未来教育基

幹）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際未来教育基

幹）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際未来教育基

幹）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（産業連携研究推

進ステーション）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（学術研究・イノ

ベーション推進機構）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（学術研究・イノ

ベーション推進機構）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（統合情報セン

ター）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（統合情報セン

ター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（統合情報セン

ター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院工学研究

院）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院工学研究

院）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院工学研究

院）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院理学研究

院）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院理学研究

院）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院理学研究

院）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（フロンティア医

工学センター）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（フロンティア医

工学センター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（フロンティア医

工学センター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（海洋バイオシス

テム研究センター）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（海洋バイオシス

テム研究センター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（海洋バイオシス

テム研究センター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（環境リモートセ

ンシング研究センター）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（環境リモートセ

ンシング研究センター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（環境リモートセ

ンシング研究センター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（教育学部）（令

和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（教育学部）（令

和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（教育学部）（令

和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（事務局）（令和

元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（事務局）（令和2

年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（事務局）（令和3

年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（全学教育セン

ター）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（全学教育セン

ター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（全学教育セン

ター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教養学部）

（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教養学部）

（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（国際教養学部）

（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（附属図書館）

（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（附属図書館）

（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（附属図書館）

（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（人文科学研究

院・社会科学研究院）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（人文科学研究

院・社会科学研究院）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（人文科学研究

院・社会科学研究院）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（dri）（令和3年

度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄
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2019年度 会計 契約
契約関係伝票（アイソトープ実験施設）

（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（アイソトープ実験施設）

（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（アイソトープ実験施設）

（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（産業連携研究推進ステー

ション）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（学術研究・イノベーション

推進機構）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（学術研究・イノベーション

推進機構）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（総合安全衛生管理機構）

（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（総合安全衛生管理機構）

（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（総合安全衛生管理機構）

（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（統合情報センター）（令和

元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（統合情報センター）（令和2

年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（統合情報センター）（令和3

年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院工学研究院）（令和

元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院工学研究院）（令和2

年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院工学研究院）（令和3

年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院理学研究院）（令和

元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院理学研究院）（令和2

年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院理学研究院）（令和3

年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（フロンティア医工学セン

ター）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（フロンティア医工学セン

ター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（フロンティア医工学セン

ター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（ベンチャービジネスラボラ

トリー）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（海洋バイオシステム研究セ

ンター）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（海洋バイオシステム研究セ

ンター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（海洋バイオシステム研究セ

ンター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（環境リモートセンシング研

究センター）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（環境リモートセンシング研

究センター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（環境リモートセンシング研

究センター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 契約関係伝票（教育学部）（令和元年度） 財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 契約関係伝票（教育学部）（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 契約関係伝票（教育学部）（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教育センター）（令和

元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教育センター）（令和2

年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教育センター）（令和3

年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 アルコール（理学）（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 アルコール（理学）（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（国際未来教育基幹）（令和

元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（国際未来教育基幹）（令和2

年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（国際未来教育基幹）（令和3

年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 契約関係伝票（事務局）（令和元年度） 財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 契約関係伝票（事務局）（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 契約関係伝票（事務局）（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（先進科学センター）（令和

元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（先進科学センター）（令和2

年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（先進科学センター）（令和3

年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（全学教育センター）（令和

元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（全学教育センター）（令和2

年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（全学教育センター）（令和3

年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教養学部）（令和元年

度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教養学部）（令和2年

度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（国際教養学部）（令和3年

度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（附属図書館）（令和元年

度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 契約関係伝票（附属図書館）（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 契約関係伝票（附属図書館）（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（共用機器センター）（令和

元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（共用機器センター）（令和2

年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（共用機器センター）（令和3

年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（人文科学研究院・社会科学

研究院）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（人文科学研究院・社会科学

研究院）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（人文科学研究院・社会科学

研究院）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 契約関係伝票（dri）（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 アルコール申告書（令和元年度） 財務部契約課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 アルコール申告書（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 アルコール申告書（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄
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2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（光熱水料）（令

和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（光熱水料）（令

和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（光熱水料）（令

和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 決算 その他の決算関係書類（令和元年度） 財務部契約課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 決算 その他の決算関係書類（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 決算 その他の決算関係書類（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 非雇用者謝金関係書類(令和元年度) 財務部契約課⾧ 2020年1月11日 7年 2027年1月10日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 非雇用者謝金関係書類(令和2年度) 財務部契約課⾧ 2021年1月11日 7年 2028年1月10日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 非雇用者謝金関係書類(令和3年度) 財務部契約課⾧ 2022年1月11日 7年 2029年1月10日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（ソフト分子活性

化研究センター）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（ソフト分子活性

化研究センター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（ソフト分子活性

化研究センター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（ソフト分子活性化研究セン

ター）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（ソフト分子活性化研究セン

ター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（ソフト分子活性化研究セン

ター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（ハドロン宇宙国

際研究センター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（ハドロン宇宙国際研究セン

ター）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（総合安全衛生管

理機構）（令和元年度）
財務部契約課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（総合安全衛生管

理機構）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（総合安全衛生管

理機構）（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
試験研究用アルコール申告書（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
研究推進・広報・社会連携委員会（平成29

年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 アルコール（理学）（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
研究推進・広報・社会連携委員会（平成30

年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

25年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

26年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

27年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

28年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

29年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

30年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

31年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 支出予算配当通知書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 支出予算配当通知書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

25年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

26年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

27年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

28年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

29年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

30年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

31年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 支出予算配当通知書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 支出予算配当通知書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

25年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

26年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

27年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

28年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

29年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

30年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

31年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄
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2020年度 会計 予算
概算要求関係（環境リモートセンシング研

究センター）（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 支出予算配当通知書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 支出予算配当通知書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算配分通知（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算配分通知（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 決算 歳入決算額調提出文書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2011年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 8年（※） 未定 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 8年（※） 未定 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

25年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

26年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

27年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

28年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

29年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

30年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

31年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算実績額報告書提出文書（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
各種予算実績額報告書提出文書（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 歳入決算額調提出文書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 歳入決算額調提出文書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 支出予算配当通知書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 支出予算配当通知書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2009年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成21年度） 工学系事務センター⾧ 2010年4月1日 8年（※） 未定 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2010年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成22年度） 工学系事務センター⾧ 2011年4月1日 8年（※） 未定 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2011年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 8年（※） 未定 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 8年（※） 未定 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 8年（※） 未定 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 8年（※） 未定 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 8年（※） 未定 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 8年（※） 未定 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 8年（※） 未定 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 8年（※） 未定 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算 概算要求書（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算 概算要求書（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 概算要求関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 学内研究費申請関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 学内研究費申請関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算配当通知書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算配当通知書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算 概算要求関係（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算 概算要求関係（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求関係（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求関係（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄
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2016年度 会計 予算 概算要求関係（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算配分（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算配分（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算配分（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算配分（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算配分（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算・施設委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算・施設委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算・施設委員会（令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算・施設委員会（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算・施設委員会（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 決算 支出・決算関係（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 決算 予算・決算関係（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 決算 予算・決算関係（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 決算 予算・決算関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 決算 予算・決算関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 決算 決算関係（令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 決算 決算関係（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 決算 決算関係（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 支出関係（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出 支出関係（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 支出関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 支出関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 支出関係（令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 支出関係（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 支出関係（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算 概算要求書（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 理工系総務課倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算 概算要求書（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 理工系総務課倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求書（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 理工系総務課倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求書（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 理工系総務課倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 概算要求書（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 理工系総務課倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求書（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 概算要求書（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 概算要求書（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 概算要求書（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 当初予算配分書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 理工系総務課倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 当初予算配分書（平成30年度） 工学系事務センター⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 当初予算配分書（平成31年度） 工学系事務センター⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 当初予算配分書（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 当初予算配分書（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 当初予算配分書（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算配分通知書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 理工系総務課倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算配分通知書（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算配分通知書（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算配分通知書（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算配分通知書（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算配分通知書（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 謝金申請書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 理工系総務課倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 謝金申請書（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 理工系総務課倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 謝金申請書（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 理工系総務課倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文学部棟経営倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書(人文

科学研究院・社会科学研究院)（令和2年
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書(人文

科学研究院・社会科学研究院)（令和3年
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算追加配分書（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文学部棟経営倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算追加配分書（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算追加配分書（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算
予算追加配分書(人文科学研究院・社会科学

研究院)（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算
予算追加配分書(人文科学研究院・社会科学

研究院)（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（平成29年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文学部棟経営倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

73



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2018年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（平成30年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（平成31年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 文学部棟経営倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書(人文科学研究

院・社会科学研究院)（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 文学部棟経営倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 文学部棟経営倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出
諸謝金支出伺文書(人文科学研究院・社会科

学研究院)（令和2年度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出
諸謝金支出伺文書(人文科学研究院・社会科

学研究院)（令和3年度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 経費要求関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 経費要求関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 経費要求関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算関係（国際教養学部）（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算関係（国際教養学部）（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算
経費要求関係（国際教養学部）（令和2年

度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算
経費要求関係（国際教養学部）（令和3年

度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 謝金支出伺（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 謝金支出伺（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 謝金支出伺（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 謝金支出伺（国際教養学部）（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 謝金支出伺（国際教養学部）（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 予算配当通知書 全学教育センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 予算配当通知書 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 予算配当通知書 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算
予算配当通知書（国際教養学部）（令和2年

度）
財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算
予算配当通知書（国際教養学部）（令和3年

度）
財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 謝金支出伺（平成31年度） 全学教育センター 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 謝金支出伺（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 謝金支出伺（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算 概算要求書（平成25年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 財務部契約課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算 概算要求書（平成26年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 財務部契約課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求書（平成27年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 財務部契約課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求書（平成28年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（理学） 財務部契約課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 概算要求書（平成29年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求書（平成30年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求書（平成31年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算配当通知書（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算配当通知書（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算配当通知書（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算配当通知書（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算配当通知書（令和3年度） 財務部契約課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算配分関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算配分関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算関係（理学研究院）（令和2年度） 財務部契約課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算振替関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算振替関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算振替関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 監査室関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（理学） 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 監査室関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 監査室関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（理学） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 財務部関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 財務部関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 財務部関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 財務部関係通知文書（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 財務部関係通知文書（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 財務部関係通知文書（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 企画総務部関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（理学） 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 企画総務部関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 企画総務部関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（理学） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 研究推進部関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 研究推進部関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 研究推進部関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（契約課） 財務部契約課⾧ 廃棄
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2017年度 会計 予算 学務部関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（理学） 財務部契約課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 環境ISO関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（理学） 財務部契約課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 環境ISO関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 環境ISO関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（理学） 財務部契約課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 アルコール（理学）（令和元年度） 財務部契約課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 財務部契約課⾧ 廃棄

2008年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2009年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2010年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成22年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成23年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成24年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成25年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成26年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成27年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成28年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 共同利用・共同拠点
共同利用・共同研究拠点（平成31年度・令

和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 学内競争的資金 研究費獲得促進プログラム（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 学内競争的資金 研究費獲得促進プログラム（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 学内競争的資金
研究費獲得促進プログラム（平成31・令和

元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 学内競争的資金 研究費獲得促進プログラム（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 学内競争的資金 研究費獲得促進プログラム（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 学内競争的資金 科研費採択挑戦サポート（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 学内競争的資金
科研費事後検証支援制度関係（平成30年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 学内競争的資金
科研費事後検証支援制度関係（平成31・令

和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 学内競争的資金 科研費事後検証支援制度関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 学内競争的資金 学内研究助成関係
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
全方位イノベーション創発博士人材養成プ

ロジェクト（令和３年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 学生選抜委員会（令和３年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 学生支援委員会（令和３年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 カリキュラム委員会（令和３年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 キャリアパス支援委員会（令和３年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 自己点検委員会（令和３年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 千葉統括会議（令和３年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 同意書（令和３年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 誓約書（令和３年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 調査票（令和３年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 ガイダンス（令和３年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 自主発展型研修（令和３年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
研究奨励費（所属確認報告書）（令和３年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年10月1日 完了後5年 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 学内競争的資金 研究プロジェクト関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 学内競争的資金 研究プロジェクト関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 学内競争的資金
研究プロジェクト関係（平成31・令和元年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 学内競争的資金 研究プロジェクト関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 学内競争的資金 研究プロジェクト関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
競争的資金に係る間接経費執行実績報告書

（平成28年度実施）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 研究用外部資金
テニュアトラック普及・定着事業（平成23

年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
テニュアトラック普及・定着事業（平成24

年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金
テニュアトラック普及・定着事業（平成25

年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金
テニュアトラック普及・定着事業（平成26

年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金
テニュアトラック普及・定着事業（平成27

年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金
テニュアトラック普及・定着事業（平成28

年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
テニュアトラック普及・定着事業（平成29

年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
テニュアトラック普及・定着事業（平成30

年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
テニュアトラック普及・定着事業（令和元

年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
テニュアトラック普及・定着事業（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 テニュアトラック制（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄
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2017年度 人事 任免 テニュア審査関係資料 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
テニュアトラック審査・評価部会（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
テニュアトラック審査・評価部会（令和3年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 卓越研究員事業（平成28年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 卓越研究員事業（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 卓越研究員事業（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 卓越研究員事業（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 卓越研究員事業（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 卓越研究員事業（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（平成

24年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（平成

25年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 公募事業関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 公募事業関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 公募事業関係（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 公募事業関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 公募事業関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成関係（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 共同利用関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 共同利用関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 共同利用関係（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 共同利用関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 共同利用関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学先進科学賞 （平成24年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学先進科学賞 （平成25年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学先進科学賞 （平成26年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学先進科学賞 （平成27年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学先進科学賞 （平成28年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学先進科学賞 （平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学先進科学賞 （平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学先進科学賞 （令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学先進学術賞 （令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用 千葉大学先進学術賞 （令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 表彰・名義使用 表彰関係（平成24年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 表彰・名義使用 表彰関係（平成25年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用 表彰関係（平成26年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 表彰・名義使用 表彰関係（平成27年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用 表彰関係（平成28年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 表彰関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 表彰関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 表彰関係（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用 表彰関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用 表彰関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（令和２年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
厚生労働科学研究費補助金関係（平成29年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
厚生労働科学研究費補助金関係（平成30年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
厚生労働科学研究費補助金関係（令和元年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
厚生労働科学研究費補助金関係（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
厚生労働科学研究費補助金関係（令和3年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（平成24年

度）
学術国際部研究推進課⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（平成25年

度）
学術国際部研究推進課⾧ 2022年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（平成26年

度）
学術国際部研究推進課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（平成27年

度）
学術国際部研究推進課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（平成28年

度）
学術国際部研究推進課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（平成29年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（平成30年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（令和元年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙

倉庫（IMO棟1

階）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄
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2020年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（令和２年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 バイアウト制度関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 バイアウト制度関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
勤務状況の管理を行うための帳簿（平成29

年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
勤務状況の管理を行うための帳簿（平成30

年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
勤務状況の管理を行うための帳簿（令和元

年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿・週休日振替簿（令和2年） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿・週休日振替簿（令和3年） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年1月11日 5年 2026年12月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書・超勤関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 公印 公印作成関係（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 公印 公印作成関係（平成20年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 公印 公印作成関係（平成26年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 公印 公印作成関係（平成28年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 公印 公印廃止関係（平成20年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 公印 公印廃止関係（平成28年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 公印 公印廃止関係（令和3年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 公印 公印簿（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2017年4月1日 公印廃止後30年 2047年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 公印 公印簿（平成20年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 公印廃止後30年 2047年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 公印 公印簿（平成26年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2021年4月1日 公印廃止後30年 2051年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 公印 公印簿（平成28年度） 学術国際部研究推進課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印 公印作成関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印 公印廃止関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印 公印簿（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 公印 公印作成関係（平成19年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 公印 公印簿（平成19年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 公印廃止後30年 2047年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 公印 公印廃止関係（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 公印 公印簿（平成18年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2014年10月1日 公印廃止後30年 2044年9月30日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 公印 公印廃止関係（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2014年10月1日 30年 2044年9月30日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 公印 公印作成関係（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 公印 公印簿（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学術研究推進戦略室（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学術研究推進戦略室（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
学術研究推進戦略室（平成31・令和元年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 研究支援企画部会関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 研究支援企画部会関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
研究支援企画部会関係（平成31・令和元年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 研究支援企画部会関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 研究支援・推進会議関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
グローバルプロミネント研究基幹運営会議

（平成29年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
グローバルプロミネント研究基幹運営会議

（平成30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
グローバルプロミネント研究基幹運営会議

（平成31年・令和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
グローバルプロミネント研究基幹運営会議

（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
グローバルプロミネント研究基幹運営会議

（令和3年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 予算
グローバルプロミネント研究基幹関係（平

成30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 予算
グローバルプロミネント研究基幹関係（平

成31年・令和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 予算
グローバルプロミネント研究基幹関係（令

和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 予算
グローバルプロミネント研究基幹関係（令

和3年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 運営等報告書（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 運営等報告書（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 運営等報告書（平成31・令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄
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2017年度 人事 任免
常勤職員・特定雇用職員・非常勤職員（平

成29年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫（IMO棟1階） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
常勤職員・特定雇用職員・非常勤職員（平

成30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
常勤職員・特定雇用職員・非常勤職員（令

和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
特定雇用職員・非常勤職員選考資料（平成

30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
特定雇用職員・非常勤職員選考資料（令和

元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
特定雇用職員・非常勤職員労働条件通知書

（平成30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
特定雇用職員・非常勤職員労働条件通知書

（令和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 人事異動関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 人事異動関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 人事異動関係（選考資料）（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 人事異動関係（選考資料）（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
人事異動関係（労働条件通知書）（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
人事異動関係（労働条件通知書）（令和3年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA
リサーチアシスタント（RA) （平成29年

度)
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA
リサーチアシスタント（RA) （平成30年

度)
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
リサーチアシスタント（RA) （平成31・

令和元年度)
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA
リサーチアシスタント（RA) （令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA
リサーチアシスタント（RA) （令和3年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟2-2階）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
共用機器センター運営委員会（平成25年

度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
共用機器センター運営委員会（平成26年

度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
共用機器センター運営委員会（平成27年

度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
共用機器センター運営委員会（平成28年

度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
共用機器センター運営委員会（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
共用機器センター運営委員会（平成30年

度）
工学系事務センター⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
共用機器センター運営委員会（令和元年

度）
工学系事務センター⾧ 2020年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
共用機器センター運営委員会（令和２年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年） 工学系事務センター⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和元年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 共同利用・共同拠点
「大学連携研究設備ネットワーク」予約・

課金システム利用申請書（私立大学・一般

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
アイソトープ実験施設連絡協議会

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
アイソトープ実験施設連絡協議会

（平成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
アイソトープ実験施設連絡協議会

（令和元年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
アイソトープ実験施設連絡協議会

（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
学術研究・イノベーション推進機構会議

（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 IMO研究戦略企画会議（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員審査委員会（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F）研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員審査委員会（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力
国立六大学連携コンソーシアム研究連携機

構関係（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力
国立六大学連携コンソーシアム研究連携機

構関係（令和3年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業
学術システム研究センター研究員（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業
学術システム研究センター研究員（令和3年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 物品購入関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 物品購入関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価
IMO特定雇用職員業績評価関係（令和3年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 法人文書関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 情報資産管理（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 支出契約関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 施設環境関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全 清掃関係・警備関係（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 業務委嘱契約書（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 業務委嘱契約（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2021年度 会計 物品管理 資産管理（令和3年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出
web購入依頼伝票（機構） （平成26年

度）
学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出
web購入依頼伝票（ステーション） （平

成27年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出
web購入依頼伝票（ステーション） （平

成28年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出
web購入依頼伝票（ステーション） （平

成29年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出
web購入依頼伝票（ステーション） （平

成30年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出
web購入依頼伝票（ステーション） （平

成31年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 8年 2027年4月1日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出
web購入依頼伝票（産学連携課） （平成

26年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出
web購入依頼伝票（産学連携課） （平成

27年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄
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2016年度 会計 支出
web購入依頼伝票（産学連携課） （平成

28年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出
web購入依頼伝票（産学連携課） （平成

29年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出
web購入依頼伝票（産学連携課） （平成

30年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年・非常勤職員以外） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年・非常勤職員以外） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度・非常勤職員） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
勤務時間等記録簿（平成30年度・非常勤職

員）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年・非常勤職員以外） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年・非常勤職員以外） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度・非常勤職員） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度・非常勤職員） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係(平成29年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
勤務時間報告書（平成30年度・非常勤職

員）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張
旅行命令簿・旅行依頼簿

交通費（日帰業務）請求書 （平成29年
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張
旅行命令簿・旅行依頼簿

交通費（日帰業務）請求書 （平成30年
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張
旅行命令簿・旅行依頼簿

交通費（日帰業務）請求書 （平成31年
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理 消防関係書類（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 消防関係書類（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理 消防関係書類（平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 特定雇用教職員関係(平成29年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 特定雇用教職員関係(平成30年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 特定雇用教職員関係(平成31年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用に係る書類（面接審

査票、履歴書等）(平成26年度)
学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用に係る書類（面接審

査票、履歴書等）(平成27年度)
学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用に係る書類（面接審

査票、履歴書等）(平成28年度)
学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用に係る書類（面接審

査票、履歴書等）(平成29年度)
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用に係る書類（面接審

査票、履歴書等）(平成30年度)
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免
特定雇用教職員の労働条件通知書(平成25年

度)
学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
特定雇用教職員の労働条件通知書(平成26年

度)
学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
特定雇用教職員の労働条件通知書(平成27年

度)
学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
特定雇用教職員の労働条件通知書(平成28年

度)
学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
特定雇用教職員の労働条件通知書(平成29年

度)
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
特定雇用教職員の労働条件通知書(平成30年

度)
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
特定雇用教職員の労働条件通知書(平成31年

度)
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員関係（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員関係（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員関係（平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免
非常勤職員の採用に係る書類（面接審査

票、履歴書等）(平成25年度)
学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
非常勤職員の採用に係る書類（面接審査

票、履歴書等）(平成26年度)
学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
非常勤職員の採用に係る書類（面接審査

票、履歴書等）(平成27年度)
学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
非常勤職員の採用に係る書類（面接審査

票、履歴書等）(平成28年度)
学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
非常勤職員の採用に係る書類（面接審査

票、履歴書等）(平成29年度)
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
非常勤職員の採用に係る書類（面接審査

票、履歴書等）(平成30年度)
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員の採用に係る書類（面接審査

票、履歴書等）(平成31年度)
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤職員の労働条件通知書(平成25年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤職員の労働条件通知書(平成26年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員の労働条件通知書(平成27年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員の労働条件通知書(平成28年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員の労働条件通知書(平成29年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員の労働条件通知書(平成30年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員の労働条件通知書(平成31年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 清掃関係書類（平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-3F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（IMO1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2005年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成17年度） 自然科学研究科事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫（自然1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2006年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成18年度） 自然科学研究科事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫（自然1-1F） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 公印
公印関係（電子光情報基盤技術研究セン

ター⾧印作成）

真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年2月1日 30年 2029年1月31日 紙

事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 公印
公印関係（電子光情報基盤技術研究セン

ター印作成）

真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年2月1日 30年 2029年1月31日 紙

事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄
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2004年度 管理運営 公印 公印関係（電子光情報基盤施設⾧印） 自然科学研究科事務⾧ 2005年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 公印 公印関係（電子光情報基盤施設印） 自然科学研究科事務⾧ 2005年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 公印
公印関係（ベンチャービジネスラボラト

リー施設⾧印作成）
自然科学研究科事務⾧ 2006年11月1日 30年 2035年10月31日 紙

事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 公印
公印関係（ベンチャービジネスラボラト

リー印作成）
自然科学研究科事務⾧ 2006年11月1日 30年 2035年10月31日 紙

事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印
公印関係（ベンチャービジネスラボラト

リー施設⾧印廃止）
研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年4月1日 紙

事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印
公印関係（ベンチャービジネスラボラト

リー印廃止）
研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年4月1日 紙

事務室（IMO1-

2F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 公印 公印簿（平成17年度） 自然科学研究科事務⾧ 2021年4月1日 公印廃止後30年 2051年3月31日 紙
事務室（IMO1-

3F）
研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 公印 公印簿（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 公印 公印作成（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（リモセン） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 公印 公印簿（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室（IMO1-2F) 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 公印 公印作成（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫（リモセン） 研究推進部研究推進課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 産業連携研究推進委員会（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 産業連携研究推進委員会（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 産業連携研究推進委員会（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
産業連携研究推進室 定例室会議（平成29

年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
産業連携研究推進室 定例室会議（平成30

年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
産業連携研究推進室 定例室会議（令和元

年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 広報委員会（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 広報委員会（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 知財管理移転室会（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 知財管理移転室会（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 知財管理移転室会（平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 マーケティング検討会 （平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 マーケティング検討会 （平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 会議関係（学外会議）（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 会議関係（学外会議）（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 会議関係（学外会議）（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 会議関係（学外会議）（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 会議関係（学外会議）（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
六大学連携コンソーシアム研究連携機構会

議（平成30年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
GP基幹運営部門運営会議資料（平成30年

度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 各種イベント（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 各種イベント（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 各種イベント（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 各種イベント（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事
産学連携関係協力機関等関係書類

（平成29年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事
産学連携関係協力機関等関係書類

（平成30年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事
産学連携関係協力機関等関係書類

（令和元年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事
千葉大学技術交流会（千葉大学TLO会員制

度）（平成29年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事
千葉大学技術交流会（千葉大学TLO会員制

度）（平成30年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事
千葉大学技術交流会（千葉大学TLO会員制

度）（平成31年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年 管理運営 情報資産管理 平成29年文書処理簿 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 平成30年文書処理簿 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 平成31年文書処理簿 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年4月1日 電子 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 令和元年文書処理簿 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年4月1日 電子 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 令和2年文書処理簿 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 電子 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 令和3年文書処理簿 研究推進部産学連携課⾧ 2023年4月1日 5年 2028年4月1日 電子 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成7年度）
共同研究推進センター企画

室⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成8年度）
共同研究推進センター企画

室⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成9年度）
共同研究推進センター企画

室⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成10年度）
共同研究推進センター企画

室⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成11年度） 共同研究推進センター⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成12年度） 共同研究推進センター⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成13年度） 共同研究推進センター⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成14年度） 共同研究推進センター⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成15年度） 共同研究推進センター⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成18年度） 企画総務部産学連携課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成22年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成23年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃(平成24年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃(平成25年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃(平成26年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄
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2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃(平成27年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃(平成28年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃(平成29年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃(平成30年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃(平成31年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計
諸通知（人事・情報・国際・研究・その

他・監査） （平成29年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 諸通知(庶務） （平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計
調査回答（財務・人事・情報・国際・研

究・公募） （平成29年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計
調査回答・通知（人事・情報） （平成30

年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査回答・通知（人事） （平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査回答・通知（情報） （平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計
調査回・通知（国際・研究・監査・その

他） （平成30年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
調査回・通知（国際・研究・監査・その

他） （平成31年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調査回答（庶務） （平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査回答・通知（庶務） （平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査回答・通知（庶務） （平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査回答・通知（庶務） （令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調査回答・通知（庶務） （令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 諸通知（財務） （平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 調査回答（財務） （平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 調査回答（財務） （平成27年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 調査回答（財務） （平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調査回答（財務） （平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査回答・通知（財務） （平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査回答・通知（財務） （平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査回答・通知（財務） (令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成19年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成20年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成21年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成22年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成23年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画(平成24年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画(平成25年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画(平成26年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画(平成27年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画(平成28年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画(平成29年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画(平成30年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画(平成31年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 31年 2049年4月1日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 点検・評価
自己点検評価・外部評価関係（平成23年

度）
学術国際部産学連携課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 連携・協力
東葛テクノプラザの利用にかかる財団法人

千葉県工業技術振興センターと千葉大学と
企画総務部産学連携課⾧ 未定 終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 連携・協力
千葉県職員を千葉大学総務部研究協力課業

務に従事させる場合における「覚書」
企画総務部研究協力課⾧ 未定 受入終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
客員産業連携研究推進コーディネーター関

係（平成29年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 受入終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力
客員産業連携研究推進コーディネーター関

係（平成30年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 受入終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
客員産業連携研究推進コーディネーター関

係（令和元年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 受入終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力
客員産業連携研究推進コーディネーター関

係（令和2年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 受入終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力
客員産業連携研究推進コーディネーター関

係（令和3年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 受入終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 A-STEP（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 A-STEP（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
地域産学バリュープログラム（平成29年

度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2008年度 研究協力 研究用外部資金 承認TLO準備委員会 （平成16年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2021年4月1日 補助金終了後から5年 2026年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2006年度 研究協力 研究用外部資金 承認TLO準備委員会 （平成17年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2021年4月1日 補助金終了後から5年 2026年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2010年度 研究協力 研究用外部資金
創造的産学連携体制整備事業補助金大学技

術移転事業（経済産業省）
学術国際部産学連携課⾧ 2021年4月1日 補助金終了後から5年 2026年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 学内競争的資金 学内競争的資金関係（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 学内競争的資金 学内競争的資金関係（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 学内競争的資金 学内競争的資金関係（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 学内競争的資金 学内競争的資金関係（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 学内競争的資金 学内競争的資金関係（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 共同利用・共同拠点 技術相談（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 共同利用・共同拠点 技術相談（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 共同利用・共同拠点 技術相談（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成23年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成24年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成25年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄
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2014年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成27年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成23年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成24年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成25年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成27年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 安全保障輸出管理手続き（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2003年度 研究協力 発明・特許 国有特許 総務部研究協力課⾧ 2004年10月1日 30年 2034年9月30日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2004年度 研究協力 発明・特許 大学有特許 企画総務部研究協力課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2004年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2005年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2006年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2007年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成19年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2008年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成20年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2009年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成21年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2010年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成22年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成23年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成24年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成25年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成27年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 発明・特許 大学有特許（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

1999年度 研究協力 発明・特許
特許関係（光学活性ビスホスフィノメタン並

びにそれらのロジウム又は銅錯体を用いる
経理部主計課⾧ 未定 特許権存続満了後8年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2000年度 研究協力 発明・特許
特許関係（2，5−ジチエニルピロール誘導

体および被膜形成材料）
経理部主計課⾧ 未定 特許権存続満了後8年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2000年度 研究協力 発明・特許 特許関係（ダイヤモンドの製造装置） 経理部主計課⾧ 未定 特許権存続満了後8年 未定 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2006年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2007年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成19年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2008年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成20年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2009年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成21年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2010年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成22年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成23年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成24年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成25年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成27年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄
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2018年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 発明・特許 共同出願契約（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2008年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成20年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2009年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成21年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2010年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成22年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成23年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成24年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成25年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成27年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 発明・特許 特許実施契約（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2008年度 研究協力 発明・特許 譲渡契約（平成20年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2009年度 研究協力 発明・特許 譲渡契約（平成21年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2010年度 研究協力 発明・特許 譲渡契約（平成22年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 発明・特許 譲渡契約（平成23年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 発明・特許 譲渡契約（平成24年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 発明・特許 譲渡契約（平成25年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 発明・特許 譲渡契約（平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 発明・特許 発明等知的財産譲渡契約書（平成27年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 発明・特許 発明等知的財産譲渡契約書（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許 発明等知的財産譲渡契約書（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 発明・特許 発明等知的財産譲渡契約書（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許 発明等知的財産譲渡契約書（平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 発明等知的財産譲渡契約書（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 発明・特許 発明等知的財産譲渡契約書（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 発明・特許
研究成果有体物報告・覚書等（平成24年

度）
学術国際部産学連携課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 発明・特許
研究成果有体物報告・覚書等（平成25年

度）
学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 発明・特許
研究成果有体物報告・覚書等（平成26年

度）
学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 発明・特許
研究成果有体物報告・覚書等（平成27年

度）
学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 発明・特許
研究成果有体物報告・覚書等（平成28年

度）
学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許
研究成果有体物報告・覚書等（平成29年

度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 発明・特許
研究成果有体物報告・覚書等（平成30年

度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許
研究成果有体物報告・覚書等（平成31年

度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 研究成果有体物報告・覚書等（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

1996年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成8年） 総務部研究協力課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

1999年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成11年） 総務部研究協力課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2003年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成15年） 総務部研究協力課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2004年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成16年） 総務部研究協力課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2006年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成18年） 総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2007年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成19年） 学術国際部産学連携課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2008年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成20年） 学術国際部産学連携課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2009年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成21年） 学術国際部産学連携課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2010年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成22年） 学術国際部産学連携課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成23年） 学術国際部産学連携課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成24年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成25年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成27年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許 特許証（平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 特許証（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 発明・特許 特許証（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2007年度 研究協力 発明・特許 JST特許出願支援制度関係（Ｎｏ．8） 学術国際部産学連携課⾧ 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2008年度 研究協力 発明・特許 JST特許出願支援制度関係（Ｎｏ．9） 学術国際部産学連携課⾧ 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 発明・特許 JST特許出願支援制度関係（Ｎｏ．10） 学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄
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2018年度 研究協力 発明・特許 JST特許出願支援制度関係（Ｎｏ．11） 学術国際部産学連携課⾧ 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 発明・特許 発明評価委員会(平成24年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 発明・特許 発明評価委員会（平成25年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 発明・特許 発明評価委員会（平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 発明・特許 発明評価委員会 （平成27年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 発明・特許 発明評価委員会 （平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許 発明評価委員会 （平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 発明・特許 発明評価委員会 （平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許 発明評価委員会 （平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 発明評価委員会 （令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 発明・特許 発明評価委員会 （令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
建物賃貸借（工学系総合研究棟・VBL・小

川ビル）等（平成26年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
建物賃貸借（工学系総合研究棟・VBL・小

川ビル）等（平成27年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 業務委託契約関係（平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 業務委託契約関係(平成27年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 業務委託契約関係(平成28年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 業務委託契約関係(平成29年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 業務委託契約関係(平成30年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 業務委託契約関係(平成31年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 支出契約関係(平成26年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 支出契約関係(平成27年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 支出契約関係(平成28年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 支出契約関係(平成29年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 支出契約関係(平成30年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 支出契約関係(平成31年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月2日 9年 2028年3月1日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 収入・支出予算関係(平成26年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄 予算関係（収入・支出）ファイル

2015年度 会計 契約 収入・支出予算関係(平成27年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄 予算関係（収入・支出）ファイル

2016年度 会計 契約 収入・支出予算関係（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄 予算関係（収入・支出）ファイル

2017年度 会計 契約 収入・支出予算関係（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄 予算関係（収入・支出）ファイル

2014年度 会計 予算 予算関係（収入・支出） （平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 予算関係（収入・支出） （平成27年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 予算関係（収入・支出） （平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算関係（収入・支出） （平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算関係（収入・支出） （平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算関係（収入・支出） （平成31年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 8年 2027年4月1日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 予算配当・配賦関係(平成26年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 予算配当・配賦関係(平成27年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 予算配当・配賦関係(平成28年度) 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算配当・配賦関係(平成29年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算配当・配賦関係(平成30年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算配当・配賦関係(平成31年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算配当・配賦関係(令和2年度) 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 産業連携研究推進委員会（平成26年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 5年 2045年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 産業連携研究推進委員会（平成27年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 5年 2046年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 産業連携研究推進委員会（平成28年度） 学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 5年 2047年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 産業連携研究推進委員会（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2048年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 産業連携研究推進委員会（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2049年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 産業連携研究推進委員会（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2050年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
千葉大学・テラル・バイオミメティクス共

同研究講座（平成24年度～平成29年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
ＳＥＲＣエンジン共同研究講座（平成24年

度～令和3年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金
看工連携高齢者支援学共同研究講座（平成

25年度～平成26年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金
電子教材の開発及び活用に関する共同研究

部門（平成25年度～平成27年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
呼吸器疾患治療開発戦略講座（平成29年度

～令和元年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2005年度 研究協力 研究用外部資金
疾患プロテオミクス寄附研究部門（平成18

年度～平成27年度）
企画総務部産学連携課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2008年度 研究協力 研究用外部資金
循環型地域医療連携システム学（千葉県）

寄附講座（平成20年度～平成24年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 研究用外部資金
先進加齢医学寄附講座（平成23年度～平成

29年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 研究用外部資金
千葉県寄附研究部門高齢社会医療政策研究

部（平成24年度～平成25年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
医薬品情報学（マツモトキヨシホールディ

ングス）寄附講座（平成25年度～令和3年
学術国際部産学連携課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
地域災害医療学寄附講座（平成25年度～平

成28年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
先進気道アレルギー学寄附講座（平成25年

度～平成29年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金
先端肺高血圧症医療学寄附講座（平成26年

度～令和2年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金
マススペクトロメトリー検査診断学寄附研

究部門（平成27年度～平成29年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金
循環器病先端治療学寄附講座（平成27年度

～平成30年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金
近赤外画像診断学寄附講座（平成28年度～

令和元年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄
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2016年度 研究協力 研究用外部資金
竹中工務店 健康空間・まちづくり寄附研

究部門（平成28年度～令和3年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金
積水ハウス 健やか住環境創造のための広

義シックハウス症候群対策寄附研究部門
学術国際部産学連携課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
先端脊椎関節機能再建医学寄附講座（平成

30年度～令和2年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
不整脈先端治療学寄附講座（平成30年度～

令和3年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
次世代型健康⾧寿ホルモンアカデミー寄附

講座（平成30年度～令和3年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
千葉県寄附研究部門 次世代医療構想セン

ター（令和元年度～令和3年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
運動器科学革新医療創生寄附講座（令和元

年度～令和3年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
インテリジェント飛行センター寄附講座

（令和元年度～令和4年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2023年4月1日 10年 2033年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
山田養蜂場・環境予防医学研究部門（令和

元年度～令和4年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2023年4月1日 10年 2033年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
難治性呼吸器疾患・肺高血圧症研究講座

（令和元年度～令和4年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2023年4月1日 10年 2033年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
分子病態治療学寄附講座（令和2年度～令和

5年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2024年4月1日 10年 2034年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
呼吸器生体制御学寄附研究部門（令和2年度

～令和4年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2023年4月1日 10年 2033年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
RNA制御治療学共同研究部門（令和2年度～

令和5年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2024年4月1日 10年 2034年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
MR画像誘導即時適応放射線治療学寄附講座

（令和3年度～令和4年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2023年4月1日 10年 2033年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
先端再生形成外科学寄附講座（令和3年度～

令和5年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2024年4月1日 10年 2034年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
建物賃貸借（工学系総合研究棟・VBL・小

川ビル）等（平成26年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
建物賃貸借（工学系総合研究棟・VBL・小

川ビル）等（平成27年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 外国人研究者招へい事業（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 外国人研究者招へい事業（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 外国人研究者招へい事業（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 外国人研究者招へい事業（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 外国人研究者招へい事業（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 国際共同研究事業（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 国際共同研究事業（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 国際共同研究事業（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 国際共同研究事業（令和3年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 工学系事務センター⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室（工学） 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 工学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室（工学） 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 工学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2023年12月31日 電子 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
ベンチャービジネスラボラトリー運営会議

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
ベンチャービジネスラボラトリー運営会議

（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
ベンチャービジネスラボラトリー運営会議

（平成31年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部産学連携課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（学術研究推進戦略
研究推進部研究推進課⾧ 未定  採択事業完結後5年 未定 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（学術研究推進戦略
研究推進部⾧ 未定  採択事業完結後5年 未定 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（学術研究推進戦略
研究推進部⾧ 未定  採択事業完結後5年 未定 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（学術研究推進戦略
研究推進部⾧ 未定  採択事業完結後5年 未定 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 利益相反関係 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 利益相反関係 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 利益相反関係 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 利益相反関係 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 利益相反関係 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（外為法）（平成27年

度）
学術国際部産学連携課⾧ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（外為法）（平成28年

度）
学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（外為法）（平成29年

度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（外為法）（平成.30年

度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（外為法）（平成.31年

度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（外為法）（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（外為法）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（外為法・経産省報告）

（平成28年度）
学術国際部産学連携課⾧ 2017年4月1日 経済産業省報告完了後7年2024年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（外為法・経産省報告）

（平成29年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 経済産業省報告完了後7年2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（外為法・経産省報告）

（平成30年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 経済産業省報告完了後7年2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
病原体等安全管理委員会関係（平成29年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
病原体等安全管理委員会関係（平成30年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
病原体等安全管理委員会関係（令和元年

度）
研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 病原体等安全管理委員会関係（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
IMO棟1・3階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（平成24年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 IMO棟13階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（平成25年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 IMO棟13階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（平成26年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 IMO棟13階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（平成27年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 IMO棟13階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（平成28年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 IMO棟13階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 IMO棟13階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 IMO棟13階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（令和元年度） 研究推進部⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄
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2012年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（工学）（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（工学）（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（工学）（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可
高圧ガス関係（海洋バイオ）（平成28年

度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（工学）（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 高圧ガス関係（工学）（令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 低温科学協議会関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟13階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 低温科学協議会関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟13階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 低温科学協議会関係（令和元年度） 研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟13階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 低温科学協議会関係（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 許認可 放射性同位元素関係（平成24年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可 放射性同位元素関係（平成25年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可 放射性同位元素関係（平成26年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
IMO棟1・3階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 放射性同位元素関係（平成27年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
IMO棟1・3階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 放射性同位元素関係（平成28年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
IMO棟1・3階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 放射性同位元素関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
IMO棟1・3階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 放射性同位元素関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
IMO棟1・3階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 放射性同位元素関係（令和元年度） 研究推進部⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
IMO棟1・3階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 放射性同位元素関係（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成24年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
IMO棟1・3階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成25年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
IMO棟1・3階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成26年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成27年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成28年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（令和元年度） 研究推進部⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係（大臣確認実験）確

認申請・回答（平成25年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係（大臣確認実験）確

認申請・回答（平成26年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係（大臣確認実験）確

認申請・回答（平成27年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係（大臣確認実験）確

認申請・回答（平成28年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係（機関承認実験）審

査・承認（平成29年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係 委員会・講習会・

通知・調査（平成29年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係 各種届・実験一覧

（平成29年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係（大臣確認実験）確

認申請・回答（平成30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係（機関承認実験）審

査・承認（平成30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係 委員会・講習会・

通知・調査（平成30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係 各種届・実験一覧

（平成30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係（大臣確認実験）確

認申請・回答（令和元年度）
研究推進部⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係（機関承認実験）審

査・承認（令和元年度）
研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

IMO棟1・1階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係 委員会・講習会・

通知・調査（令和元年度）
研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係 各種届・実験一覧

（令和元年度）
研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

IMO棟1・1階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係（大臣確認実験）確

認申請・回答（令和2年度）
研究推進部⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係（機関承認実験）審

査・承認（令和2年度）
研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係 委員会・講習会・

通知・調査（令和2年度）
研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
遺伝子組換え実験関係 各種届・実験一覧

（令和2年度）
研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 許認可
先端技術関係施設設置（使用）届関係（平

成24年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可
先端技術関係施設設置（使用）届関係（平

成25年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可
先端技術関係施設設置（使用）届関係（平

成26年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可
先端技術関係施設設置（使用）届関係（平

成27年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可
先端技術関係施設設置（使用）届関係（平

成28年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
先端技術関係施設設置（使用）届関係（平

成29年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
先端技術関係施設設置（使用）届関係（平

成30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙

IMO棟1・3階事務

室
研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
先端技術関係施設設置（使用）届関係（令

和元年度）
研究推進部⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
先端技術関係施設設置（使用）届関係（令

和2年度）
研究推進部⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 生命倫理関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 生命倫理関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 生命倫理関係（令和元年度） 研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 生命倫理関係（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 動物実験に係る年度報告等（平成2928年度) 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 動物実験に係る年度報告等（平成3029年度) 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験に係る年度報告等（ 令和元平成30

年度)
研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 動物実験に係る年度報告等（令和元年度) 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄
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作成・取

得年度等
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名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2017年度 研究協力 許認可
自己点検・評価報告書及び千葉大学におけ

る動物実験等の実績（平成29年）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
自己点検・評価報告書及び千葉大学におけ

る動物実験等の実績（平成30年）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
自己点検・評価報告書及び千葉大学におけ

る動物実験等の実績（令和元年）
研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
自己点検・評価報告書及び千葉大学におけ

る動物実験等の実績（令和2年）
研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 動物実験(届出等)(平成29年度) 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 動物実験(届出等)(平成30年度) 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 動物実験(届出等)(令和元年度) 研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 動物実験(届出等)(令和2年度) 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
動物実験・遺伝子組換え実験教育訓練（平

成29年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
動物実験・遺伝子組換え実験教育訓練（平

成30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験・遺伝子組換え実験・病原体等取

り扱い教育訓練（令和元年度）
研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
動物実験・遺伝子組換え実験・病原体等取

り扱い教育訓練（令和2年度）
研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 動物実験関係(各種通知等)（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 動物実験関係(各種通知等)（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 動物実験関係(各種通知等)（令和元年度） 研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 動物実験関係(各種通知等)（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
動物実験飼養保管施設/実験室 設置・変

更・廃止 審査・承認（平成29年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
動物実験飼養保管施設/実験室 設置・変

更・廃止 審査・承認（平成30年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験飼養保管施設/実験室 設置・変

更・廃止 審査・承認（令和元年度）
研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
動物実験飼養保管施設/実験室 設置・変

更・廃止 審査・承認（令和2年度）
研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 飼養保管状況報告書（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 飼養保管状況報告書（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 飼養保管状況報告書（令和元年度) 研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 飼養保管状況報告書（令和2年度) 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 動物実験委員会関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 動物実験委員会関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 動物実験委員会関係（令和元年度） 研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 動物実験委員会関係（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 動物実験持ち回り審議（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 動物実験持ち回り審議（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 動物実験持ち回り審議（令和元年度） 研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 動物実験持ち回り審議（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・1階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 特定外来生物関係（平成27年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 特定外来生物関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 特定外来生物関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 ABS名古屋議定書関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 ABS名古屋議定書関係（令和元年度） 研究推進部⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 受託研究員（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 受託研究員（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 受託研究員（令和元年度） 研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（学術研究推進戦略
学術国際部研究推進課⾧ 未定  採択事業完結後5年 未定 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（学術研究推進戦略
研究推進部研究推進課⾧ 未定  採択事業完結後5年 未定 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（外為法・経産省報告）

（平成31年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 経済産業省報告完了後8年2027年3月31日 紙 IMO棟1・3階書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 研究活動適正推進部会関係（平成29年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 研究活動適正推進部会関係（平成30年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 研究活動適正推進部会関係（平成31年度） 研究推進部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 研究活動適正推進部会関係（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 研究活動適正推進部会関係（令和3年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟1・3階事務室研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 フロンティア医工学

センター

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 フロンティア医工学

センター
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
各種研究助成金（平成30年度）（フロン

ティア）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
各種研究助成金・競争的資金（令和元年

度）（フロンティア・海洋バイオ・リモセ
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成
日本学術振興会特別研究員（平成30年度）

（工学）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（令和元年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成30年度）（工学）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（令和元年度）（工学） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 競争的研究資金（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 競争的研究資金（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（工学）

各種手続・証明書等

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（工学）

各種手続・証明書等
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（工学）

分担金関係・配分

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（工学）

分担金関係・配分
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（工学）

分担金関係・受入

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（工学）

分担金関係・受入
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄
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満了時の

措置
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2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（工学）

交付内定・申請関係（支払請求書含む）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（工学）

交付内定・申請関係（支払請求書含む）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（工学）

実績報告書関係

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（工学）

実績報告書関係
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成（平成30年度）(理学）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成（令和元年度）(理学） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成
日本学術振興会特別研究員（平成30年度）

(理学）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業分担金関係（理学）

（平成30年度）（理学）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業分担金関係（理学）

（令和元年度）（理学）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業通知文書・調書等（平

成30年度）(理学）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業通知文書・調書等（令

和元年度）(理学）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業各種手続・証明書等

（理学）（平成30年度）（理学）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業各種手続・証明書等

（理学）（令和元年度）（理学）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業各種手続・証明書等

（平成29年度）（理学）
理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（理学）

実績報告書関係

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業公募①、②

（研究計画調書、分担承諾書）（理学）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業公募

（研究計画調書、分担承諾書）（理学）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費関係（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年※ 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄
研究計画調書、実績報告、成果報告、を含

む

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年※ 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄
研究計画調書、実績報告、成果報告、分担

金を含む

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年※ 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄
研究計画調書、実績報告、成果報告、分担

金を含む

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費関係（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄
研究計画調書、実績報告、成果報告、分担

金関係含む

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（令和元年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科研・分担金関係 社会科学研究院（配

分）（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科研・分担金関係 社会科学研究院（配

分）（令和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金収支決算・実績報告書

（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金収支決算・実績報告書

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 学内競争的資金 学内競争的資金(平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 学内競争的資金 学内競争的資金(平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（IMO棟3階）研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 研究推進部関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（契約課） 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 研究推進部関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（契約課） 研究推進部⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 完結後5年(※） 未定 紙 書庫（リモセン） 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 完結後5年(※） 未定 紙 書庫（リモセン） 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系総務課（人社）事務室研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年※ 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2017年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教育学部事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教育学部事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業

（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業

（令和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業

（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（平成23年度） 教育学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（平成24年度） 教育学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（平成25年度） 教育学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（平成26年度） 教育学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（平成27年度） 教育学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（平成28年度） 教育学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（平成29年度） 教育学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（平成30年度） 教育学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（平成31年度） 教育学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
科研・分担金関係 人文科学研究院（配

分）（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科研・分担金関係 人文科学研究院（配

分）（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科研・分担金関係 人文科学研究院（配

分）（令和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
科研・分担金関係（受入）

（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科研・分担金関係（受入）

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科研・分担金関係（受入）

（令和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
研究分担者承諾書

（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄
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2018年度 研究協力 研究用外部資金
研究分担者承諾書

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
研究分担者承諾書

（令和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業

交付申請書・請求書（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業

交付申請書・請求書（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業

交付申請書・請求書（令和元年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金等研究計画調書 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金等研究計画調書 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金等研究計画調書 研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金収支決算・実績報告書

（平成24年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫（リモセン） 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金収支決算・実績報告書

（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫（リモセン） 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金研究成果報告書（平成29

年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金研究成果報告書（平成30

年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金研究成果報告書（平成24

年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫（リモセン） 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金研究成果報告書（平成25

年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫（リモセン） 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 フロンティア医工学

センター

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（研究推進課）研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 フロンティア医工学

センター

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（研究推進課）研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 通知文書 等（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業研究計画調書①（工

学）（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業研究計画調書②（工

学）（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業研究計画調書（リモセ

ン・海洋・フロンティア）（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 交付内定・申請関係

（工学・フロンティア・リモセン・海洋・
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 各種手続き（工学・

センター系）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科研費分担金（工学）（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 分担金（リモセン・フロンティア・海洋） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 報告関係（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（研究計画調書）（理

学）（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 交付内定・申請・報

告関係（支払請求書含む）（理学）（令和2
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 各種手続き・証明書

等（理学）（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（受入）理学研究院（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科研費分担金（配分）理学（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（研究計画調書）（教

育）（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 交付内定・申請・報

告関係（支払請求書含む）（教育）（令和2
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（受入）教育学部（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（配分）教育学部（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（国際学術研究院）

（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（国際学術研究院）（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金等研究計画調書（人文・

社会・人社教）（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 交付申請書・請求書

（学術図書・特別研究員奨励費を含む）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業 実施状況・実績報告

書 研究成果報告書（人文・社会）（令和2
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（人文・社会）No.1

（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（受入）（人文・社会・人社

教）（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（配分）人文科学研究院（令

和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（配分）社会科学研究院（令

和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 令和2年度科研費分担金（人文・配分）返還 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 研究費獲得促進プログラム（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 日本学術振興会特別研究員（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
日本学術振興会特別研究員（人文・社会）

（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 競争的資金申請関係（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 競争的資金申請関係②（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
研究助成（工学研究院・フロンティア）

（令和2年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成（理学研究院）（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成（教育学部他）（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 共同利用関係文書（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（分担金）（令和2年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（分担金）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（分担金）（令和2年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（分担金）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（先進）（令和2年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（先進）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 研究費獲得促進プログラム（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄
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2021年度 研究協力 研究用外部資金 共同利用関係文書（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成（工学研究院）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成（理学研究院）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
研究助成（教育・フロンティア他）（令和3

年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 定年退職教員ガイドライン（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 競争的資金申請等（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
日本学術振興会特別研究員関係（令和3年

度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業交付内定・申請・報告

関係（支払い請求書含む）（工学）（令和3
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業交付内定・申請・報告

関係（支払い請求書含む）（フロンティ
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業交付内定・申請・報告

関係（支払い請求書含む）（理学）（令和3
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業交付内定・申請・報告

関係（支払い請求書含む）（教育）（令和3
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業交付内定・申請・報告

関係（支払い請求書含む）（国際）（令和3
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業交付内定・申請・報告

関係（支払い請求書含む）（社会）（令和3
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業交付内定・申請・報告

関係（支払い請求書含む）（人文）（令和3
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（令和2年度） 研究推進部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業各種手続き（令和3年

度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科研費分担金（その他部局）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科研費分担金（工学）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（国際学術研究院）（令和3年

度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（配分）（理学）（令和3年

度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（配分）（教育学学部）（令

和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（配分）（社会科学研究院）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（配分）（人文科学研究院）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（受入）（人文・社会）（令

和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（受入）（理学）（令和3年

度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科研費分担金（受入）（教育）（令和3年

度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（研究計画調書）①工

学（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（研究計画調書）②工

学（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（研究計画調書）理学

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（研究計画調書）教育

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（研究計画調書）人文

社会（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（研究計画調書）国際

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費助成事業（研究計画調書）リモ

セン・海洋・フロンティア（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 IMO棟3階事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成（理学研究院）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 研究助成（工学学研究院）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
研究助成（教育・フロンティア他）（令和3

年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 共同利用関係文書（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
補助金（サポイン）フロンティア（令和元

年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
補助金（サポイン）フロンティア（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 補助金（令和2年度） 研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
官民による若手研究者発掘支援事業（令和2

年度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
高度利用事業高性能汎用計算機（令和2年

度）
研究推進部研究推進課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

1998年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成10年度） 理学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

1999年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成11年度） 理学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2000年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成12年度） 理学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2001年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成13年度） 理学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2002年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成14年度） 理学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2003年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成15年度） 理学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2004年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成16年度） 理学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2005年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成17年度） 理学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2006年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成18年度） 理学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2007年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成19年度） 理学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2008年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成20年度） 理学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2009年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成21年度） 理学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2010年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成22年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2011年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成23年度） 理学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2012年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 研究推進部⾧ 廃棄
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措置
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2019年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（令和元年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室（理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（令和2年度） 研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2005年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成17年度） 自然科学研究科事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成17年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成17年度）・放射線

2006年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成18年度） 自然科学研究科事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成18年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成18年度）・放射線

2007年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成19年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成19年度）・放射線

2008年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成20年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成20年度）・放射線

2009年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成21年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成21年度）・放射線

2010年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成22年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成22年度）・放射線

2011年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成23年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成23年度）・放射線

2012年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成24年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成24年度）・放射線

2013年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成25年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成25年度）・放射線

2014年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成26年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成26年度）・放射線

2015年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成27年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成27年度）・放射線

2016年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成28年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成28年度）・放射線

2017年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成29年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成29年度）・放射線

2018年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成30年度） 工学系事務センター⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成30年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成30年度）・放射線

2005年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成17年度） 自然科学研究科事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成17年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成17年度）・放射線

2006年度 保健管理 健康診断 放射線従事者（平成18年度） 自然科学研究科事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
0401放射線同位元素関係（平成18年度）・

ＲＩ健康診断関係（平成18年度）・放射線

2012年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室（研究推進課）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室（研究推進課）研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室（研究推進課）研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 動物実験関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 動物実験関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 動物実験関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
病原体関係（理学）

（平成30年度）
企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 機器使用記録（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ＲＩ等設置場所 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 機器使用記録（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ＲＩ等設置場所 研究推進部⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（教育）（平成23年

度）
教育学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2011年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（教育）

（平成23年度）
教育学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2012年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（教育）（平成24年

度）
教育学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2012年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（教育）

（平成24年度）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2013年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（教育）（平成25年

度）
教育学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2013年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（教育）

（平成25年度）
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2014年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（教育）（平成26年

度）
教育学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2014年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（教育）

（平成26年度）
教育学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2015年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（教育）（平成27年

度）
教育学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2015年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（教育）

（平成27年度）
教育学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2016年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（教育）（平成28年

度）
教育学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2016年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（教育）

（平成28年度）
教育学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2016年度 研究協力 許認可
放射線従事者名簿・教育訓練（理学）（平

成28年度）
理学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2016年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量測定報告書（理学）（平成

28年度）
理学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2017年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（教育）（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2017年度 研究協力 許認可
その他放射性同位元素関係（教育）（平成

29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2017年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（教育）

（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2017年度 研究協力 許認可
放射線従事者名簿・教育訓練（理学）（平

成29年度）
理学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2017年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量測定報告書（理学）（平成

29年度）
理学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2017年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（工学）（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2017年度 研究協力 許認可
外部被ばく測定（個人）報告書（工学）

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2018年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（教育）（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2019年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（工学・理学・教育）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2020年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（工学・理学・教育）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2021年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（工学・理学・教育）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2018年度 研究協力 許認可
放射線従事者名簿・教育訓練（理学）（平

成30年度）
理学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2018年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量測定報告書（理学）（平成

30年度）
理学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2018年度 研究協力 許認可
放射性同位元素関係（工学）（平成30年

度）
工学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2018年度 研究協力 許認可
外部被ばく測定（個人）報告書（工学）

（平成30年度）
工学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定
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2019年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量測定報告書（工学）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2020年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量測定報告書（工学）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2021年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量測定報告書（工学）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2019年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量測定報告書（理学）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2020年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量測定報告書（理学）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2021年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量測定報告書（理学）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2014年度 研究協力 許認可 国際規制物質関係（工学）（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2015年度 研究協力 許認可 国際規制物質関係（工学）（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2016年度 研究協力 許認可 国際規制物質関係（理学）（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2016年度 研究協力 許認可 国際規制物質関係（工学）（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2017年度 研究協力 許認可 国際規制物質関係（理学）（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2017年度 研究協力 許認可 国際規制物質関係（工学）（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2018年度 研究協力 許認可 国際規制物質関係（理学）（平成30年度） 企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2018年度 研究協力 許認可 国際規制物質関係（工学）（平成30年度） 企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2020年度 研究協力 許認可
国際規制物質関係（教育）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2019年度 研究協力 許認可
国際規制物質関係（教育）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2020年度 研究協力 許認可
国際規制物質関係（教育）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2021年度 研究協力 許認可
国際規制物質関係（教育）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2019年度 研究協力 許認可
国際規制物質関係（理学）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2020年度 研究協力 許認可
国際規制物質関係（理学）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2021年度 研究協力 許認可
国際規制物質関係（理学）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2019年度 研究協力 許認可
国際規制物質関係（工学）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2020年度 研究協力 許認可
国際規制物質関係（工学）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2021年度 研究協力 許認可
国際規制物質関係（工学）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 未定

2011年度 研究協力 許認可 Ｘ線装置関係（工学）（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 （機器廃棄後）5年 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2012年度 研究協力 許認可 Ｘ線装置関係（工学）（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 （機器廃棄後）5年 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2013年度 研究協力 許認可 Ｘ線装置関係（工学）（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 （機器廃棄後）5年 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2014年度 研究協力 許認可 Ｘ線装置関係（工学）（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 （機器廃棄後）5年 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2015年度 研究協力 許認可 Ｘ線装置関係（工学）（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 未定 （機器廃棄後）5年 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2016年度 研究協力 許認可 Ｘ線装置関係（工学）（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 未定 （機器廃棄後）5年 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2017年度 研究協力 許認可 Ｘ線装置関係（工学）（平成30年度） 工学部事務⾧ 未定 （機器廃棄後）5年 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 未定

2012年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（教育）

（平成24年度）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（教育）

（平成25年度）
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（人文）

（平成26年度）
人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（教育）

（平成26年度）
教育学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（教育）

（平成27年度）
教育学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（海洋バイオ）

（平成27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（国際教養）

（平成28年度）
国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（人文）

（平成28年度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（教育）

（平成28年度）
教育学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（フロンティア）

（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（海洋バイオ）

（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（教育）

（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（国際教養）

（平成29年度）
国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（フロンティア）

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（国際教養）

（平成30年度）
国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（教育）

（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（理学）

（平成30年度）
企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（工学）

（平成30年度）
企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（フロンティア）

（平成30年度）
企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（海洋バイオ）

（平成30年度）
企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（理学）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（工学）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（教育）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（国際教養）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（理学）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（工学）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（教育）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（国際教養）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（理学）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（工学）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（教育）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（国際教養）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
遺伝子実験関係（フロンティア）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
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2019年度 研究協力 許認可
遺伝子実験従事者名簿

（西千葉地区部局）（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
遺伝子実験従事者名簿

（西千葉地区部局）（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
遺伝子実験従事者名簿

（西千葉地区部局）（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
動物実験関係（教育）

（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
動物実験関係（全学教育センター）

（平成29年度）
国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
動物実験関係（人文）

（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
動物実験関係（フロンティア）

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
動物実験関係（海洋バイオ）

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
動物実験関係（人文）

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
動物実験関係（国際教養）

（平成30年度）
国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
動物実験関係（教育）

（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
動物実験関係（理学）

（平成30年度）
企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
動物実験関係（工学）

（平成30年度）
企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
動物実験関係（フロンティア）

（平成30年度）
企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
動物実験関係（海洋バイオ）

（平成30年度）
企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
動物実験関係（総安）

（平成30年度）
学務部学生支援課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験関係（人文）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験関係（教育学部）(小学校・幼稚園

含む)（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験関係（教育）（年度報告・飼養保

管状況報告書等）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験関係（理学）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験関係（工学）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験関係（フロンティア）

(令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験関係（海洋バイオ）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験関係（総安）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
動物実験関係（アイソトープ）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
動物実験関係（人文）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
動物実験関係（教育学部）(小学校・幼稚園

含む)（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
動物実験関係（教育）（年度報告・飼養保

管状況報告書等）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
動物実験関係（理学）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
動物実験関係（工学）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
動物実験関係（フロンティア）

(令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
動物実験関係（海洋バイオ）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
動物実験関係（総安）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
動物実験関係（アイソトープ）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
動物実験関係（人文）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
動物実験関係（教育学部）(小学校・幼稚園

含む)（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
動物実験関係（教育）（年度報告・飼養保

管状況報告書等）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
動物実験関係（理学）

（令和2年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
動物実験関係（工学）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
動物実験関係（フロンティア）

(令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
動物実験関係（海洋バイオ）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
動物実験関係（総安）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
動物実験関係（アイソトープ）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
向精神薬関係（理学）

（平成29年度）
理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
向精神薬関係（工学）

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
向精神薬関係（理学）

（平成30年度）
企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
向精神薬関係（工学）

（平成30年度）
企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
向精神薬関係（理学・工学・フロンティ

ア）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
向精神薬関係（理学・工学・フロンティ

ア）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
向精神薬関係（理学・工学・フロンティ

ア）
研究適正化・安全推進室⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 受託研究員（工学）（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 受託研究員（工学）（平成30年度） 企画・研究支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 受託研究員（工学）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 会計 物品管理 ルミネスバッジ登録変更依頼書（工学） 工学部事務⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 研究推進課事務室（共通棟2階）研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 会計 物品管理
ルミネスバッジ登録変更依頼書（理学）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 会計 物品管理
ルミネスバッジ登録変更依頼書（工学）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
外部機関への提出書類（放射線）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
アイソトープへの線量報告

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 麻薬関係（工学）（令和元年度） 研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
各種実験通知関係（西千葉地区部局）

（令和元年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 会計 物品管理
ルミネスバッジ登録変更依頼書（理学）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 会計 物品管理
ルミネスバッジ登録変更依頼書（工学）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
外部機関への提出書類（放射線）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
アイソトープへの線量報告

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄
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2020年度 研究協力 許認可 麻薬関係（工学）（令和2年度） 研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可
各種実験通知関係（西千葉地区部局）

（令和2年度）
研究適正化・安全推進室⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 会計 物品管理
ルミネスバッジ登録変更依頼書（理学）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 会計 物品管理
ルミネスバッジ登録変更依頼書（工学）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
外部機関への提出書類（放射線）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
アイソトープへの線量報告

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 麻薬関係（工学）（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可
各種実験通知関係（西千葉地区部局）

（令和3年度）
研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託・共同研究（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託・共同研究（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託・共同研究（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 産学連携費契約伺文書（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 産学連携費契約伺文書（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 産学連携費契約伺文書（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究契約伺文書（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究契約伺文書（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究契約伺文書（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 全事業期間終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 全事業期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 全事業期間終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 寄附金・助成金関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 寄附金・助成金関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 寄附金・助成金関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計
競争的資金公募・科研費関係・施設関係

（平成29年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計
公募・科研費関係・施設関係（平成30年

度）
研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
公募・科研費関係・施設関係（平成31年

度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成25年度） 理学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成26年度） 理学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成27年度） 理学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成28年度） 理学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成29年度） 理学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2010年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成22年度） 工学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和3年度） 研究推進部⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成25年度） 理学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成26年度） 理学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成27年度） 理学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄
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2016年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成28年度） 理学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成29年度） 理学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2010年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成22年度） 工学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2011年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和3年度） 研究推進部⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成25年度） 理学部事務⾧ 未定 全事業期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成26年度） 理学部事務⾧ 未定 全事業期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成27年度） 理学部事務⾧ 未定 全事業期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全事業期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全事業期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 未定 全事業期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（令和3年度） 研究推進部⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 秘密保持契約書（平成29年度） 理学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 秘密保持契約書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 秘密保持契約書（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 秘密保持契約書（令和3年度） 研究推進部⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 化合物提供契約書（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室(理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 化合物提供契約書（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室(理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 化合物提供契約書（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室(理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 化合物提供契約書（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室(理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 化合物提供契約書（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室(理学） 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 化合物提供契約書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許
研究成果有体物報告・覚書等（平成31年

度）
研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 研究成果有体物報告・覚書等（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 発明・特許 研究成果有体物報告・覚書等（令和2年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 研究拠点形成事業（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 研究拠点形成事業（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 研究拠点形成事業（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 研究拠点形成事業（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成
頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣

プログラム（平成29年度）
研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 国際企画課書庫 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 二国間交流事業（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 二国間交流事業（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 二国間交流事業（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 二国間交流事業（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 外国人論博研究者支援（平成29年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 外国人論博研究者支援（平成30年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 外国人論博研究者支援（令和元年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 外国人論博研究者支援（令和2年度） 研究推進部産学連携課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 安全保障輸出管理手続き（令和3年度） 研究推進部⾧ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 研究推進部⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 学務部教育企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 学務部教育企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 学務部教育企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 学務部教育企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 学務部教育企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和4年） 学務部教育企画課⾧ 2023年1月1日 5年 2027年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行発令簿等（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行発令簿等（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行発令簿等（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行発令簿等（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行発令簿等（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス関連（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 移管

2020年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス関連（文科省通知）

（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス関連（文科省通知）

（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 移管
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2018年度 管理運営 会議 学外会議・協議会・研修会（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学外会議・協議会・研修会（令和1年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学外会議・協議会・研修会（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 学外会議・協議会・研修会（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 人事・給与・職員関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 人事・給与・職員関係（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 人事・給与・職員関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 人事・給与・職員関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 ハローワーク（平成24年度） 学務部教育企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 ハローワーク（平成25年度） 学務部教育企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 ハローワーク（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 ハローワーク（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 ハローワーク（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 ハローワーク（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 ハローワーク（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 ハローワーク（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 ハローワーク（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 ハローワーク（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 4年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 4年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 4年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 共済組合関係（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 4年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 共済組合関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 4年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 共済組合関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 4年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 社会保険（協会けんぽ）（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 4年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 社会保険（協会けんぽ）（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 4年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 社会保険（協会けんぽ）（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 4年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 諸手当関係（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 諸手当関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 諸手当関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業関係（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 兼業関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 兼業関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 研修関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 研修関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 勤務時間記録簿（平成31年） 学務部教育企画課⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 勤務時間記録簿（令和2年） 学務部教育企画課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間記録簿（令和3年） 学務部教育企画課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務時間記録簿（令和4年） 学務部教育企画課⾧ 2023年1月1日 3年 2025年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 学務部教育企画課⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 学務部教育企画課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 学務部教育企画課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和4年） 学務部教育企画課⾧ 2023年1月1日 3年 2025年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 その他の勤務状況関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 その他の勤務状況関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 病気療養報告（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 病気療養報告（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 病気療養報告（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 病気療養報告（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 病気療養報告（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 その他予算関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 その他予算関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 その他予算関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 その他予算関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算
数理・データサイエンス教育強化経費（平

成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算
数理・データサイエンス教育強化経費（令

和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄
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2021年度 会計 予算
数理・データサイエンス教育強化経費（令

和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調査統計（教育）関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査統計（教育）関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査統計（教育）関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査統計（教育）関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 統計・調査（教育関係）（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 国立大学改革方針 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 全国学生調査（施行）（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 全国学生調査（施行）（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2025年4月1日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 表彰・名義使用
成績優秀者に対する学⾧表彰関係（平成24

年度）
学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 表彰・名義使用
成績優秀者に対する学⾧表彰関係（平成25

年度）
学務部教育企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用
成績優秀者に対する学⾧表彰関係（平成26

年度）
学務部教育企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 表彰・名義使用
成績優秀者に対する学⾧表彰関係（平成27

年度）
学務部教育企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用
成績優秀者に対する学⾧表彰関係（平成28

年度）
学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用
成績優秀者に対する学⾧表彰関係（平成29

年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用
成績優秀者に対する学⾧表彰関係（平成30

年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用
成績優秀者に対する学⾧表彰関係（平成31

年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用
成績優秀者に対する学⾧表彰関係（令和2年

度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用
成績優秀者に対する学⾧表彰関係（令和3年

度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 表彰・名義使用
学術研究活動等に対する学⾧表彰（平成24

年度）
学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 表彰・名義使用
学術研究活動等に対する学⾧表彰（平成25

年度）
学務部教育企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用
学術研究活動等に対する学⾧表彰（平成26

年度）
学務部教育企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 表彰・名義使用
学術研究活動等に対する学⾧表彰（平成27

年度）
学務部教育企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用
学術研究活動等に対する学⾧表彰（平成28

年度）
学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用
学術研究活動等に対する学⾧表彰（平成29

年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用
学術研究活動等に対する学⾧表彰（平成30

年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用
学術研究活動等に対する学⾧表彰（平成31

年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用
学術研究活動等に対する学⾧表彰（令和2年

度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用
学術研究活動等に対する学⾧表彰（令和3年

度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
高大連携・地域貢献部門地域貢献専門部会

関係（平成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 証明書発行 証明書発行（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 証明書発行 証明書発行（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 証明書発行 証明書発行（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 証明書発行 証明書発行（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 学務部教育企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 学務部教育企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 学務部教育企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成25年度） 学務部教育企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成3１年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 その他調査・統計・報告（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 その他調査・統計・報告（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 その他調査・統計・報告（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 その他調査・統計・報告（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

97



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2019年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 連携・協力に関する協定（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 高等教育研究機構会議関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
高等教育研究機構戦略室会議（平成29年

度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹キャビネット会議（平成

29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹キャビネット会議（平成

30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹キャビネット会議（平成

31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹キャビネット会議（令和2

年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹キャビネット会議（令和3

年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹センター⾧会議（平成30

年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹センター⾧会議（平成31

年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹センター⾧会議（令和2年

度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹センター⾧会議（令和3年

度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教育IR専門委員会関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教育IR専門委員会関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教育IR専門委員会関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教育IR専門委員会関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 教員審査関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 教員審査関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 教員審査関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 教員審査関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 教員審査関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 教員審査関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 教員審査関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 教員評価関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 教員評価関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教員評価関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教員評価関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員評価関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員評価関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 教員評価関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 概算要求（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 概算要求（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 概算要求（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 概算要求（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 日誌
インターカルチュラルスタディーセンター

関係（平成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 日誌
インターカルチュラルスタディーセンター

関係（平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 日誌
インターカルチュラルスタディーセンター

関係（平成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 日誌
インターカルチュラルスタディーセンター

関係（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 日誌
インターカルチュラルスタディーセンター

関係（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 日誌 契約関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 日誌 契約関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 日誌 契約関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 日誌 契約関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 研究倫理（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 研究倫理（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 研究倫理（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 研究倫理（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 研究倫理（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄
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法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2013年度 学務 教育用外部資金 競争的資金関係（平成25年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 全事業完了後5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金 競争的資金関係（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金 委託事業（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 全事業完了後5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金 委託事業（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金 委託事業（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金 委託事業（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年4月1日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金 委託事業（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 全事業完了後5年 2027年4月1日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金 公募情報（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金 公募情報（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金 公募情報（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金 公募情報（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金 公募情報（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金 補助事業（新規申請）（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金 補助事業（新規申請）（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金 補助事業（新規申請）（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 教育用外部資金
大学間連携共同教育推進事業（平成24年

度）
学生部教務課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金
大学間連携共同教育推進事業（平成25年

度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
大学間連携共同教育推進事業（平成26年

度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
大学間連携共同教育推進事業（平成27年

度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
大学間連携共同教育推進事業（平成28年

度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
大学間連携共同教育推進事業（平成29年

度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金 理数学生応援プロジェクト（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
政府開発援助ユネスコ活動費補助金（平成

27年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
政府開発援助ユネスコ活動費補助金（平成

28年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
政府開発援助ユネスコ活動費補助金（平成

29年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
政府開発援助ユネスコ活動費補助金（平成

30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（平成

24年度）
学生部教務課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（平成

25年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム・リー

ディング千葉統括会議（平成25年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（平成

26年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム・リー

ディング千葉統括会議（平成26年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（平成

27年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム・リー

ディング千葉統括会議（平成27年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（中間

評価）（平成27年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム①（平

成28年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム②（平

成28年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（フォ

ローアップ・委員現地調査）（平成28年
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム・リー

ディング千葉統括会議（平成28年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム・リー

ディング学生会議（平成28年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム①（平

成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム②（平

成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム・リー

ディング千葉統括会議（平成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（災害

看護プログラム）（平成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（平成

30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（フォ

ローアップ・委員現地調査）（平成30年
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム・リー

ディング千葉統括会議（平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（事後

評価）（平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（平成

31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（令和

2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
博士課程教育リーディングプログラム（令和

3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 全事業完了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
先進的医療イノベーション人材養成事業

「未来医療研究人材養成拠点形成事業」
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
先進的医療イノベーション人材養成事業

「未来医療研究人材養成拠点形成事業」
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
先進的医療イノベーション人材養成事業

「未来医療研究人材養成拠点形成事業」
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
先進的医療イノベーション人材養成事業

「未来医療研究人材養成拠点形成事業」
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）（平

成27年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）（平

成28年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）（平

成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）（平

成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全事業完了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）（平

成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）（令

和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 全事業完了後5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）（令

和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 全事業完了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
基礎研究医養成活性化プログラム（平成29

年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
基礎研究医養成活性化プログラム（平成30

年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
基礎研究医養成活性化プログラム（平成31

年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄
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法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類
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保存期間

満了時の

措置

備考

2020年度 学務 教育用外部資金
基礎研究医養成活性化プログラム（令和2年

度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
基礎研究医養成活性化プログラム（令和3年

度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材養成プログラム

（平成29年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材養成プログラム

（病院経営）（平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材養成プログラム

（病院経営）（平成31年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材養成プログラム

（病院経営）（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材養成プログラム

（病院経営）（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材養成プログラム

（精神領域メンサポ）（平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材養成プログラム

（精神領域メンサポ）（平成31年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材養成プログラム

（精神領域メンサポ）（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材養成プログラム

（精神領域メンサポ）（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金 卓越大学院プログラム（平成30年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金 卓越大学院プログラム①（平成31年度） 企画総務部企画政策課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金 卓越大学院プログラム②（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金 卓越大学院プログラム（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金 卓越大学院プログラム（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
卓越大学院プログラム（フォローアップ）

（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
卓越大学院プログラム（フォローアップ）

（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
卓越大学院プログラム（卓越大学院千葉統

括会議）（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
卓越大学院プログラム（卓越大学院千葉統

括会議）（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金 感染症医療人材養成事業（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金 感染症医療人材養成事業（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
知識集約型社会を支える人材育成事業（令

和3年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
ウィズコロナ時代の新たな医療に対応でき

る医療人材養成事業（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 式典・行事
大学ＣＯＣ事業シンポジウム等（平成25年

度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 式典・行事
大学ＣＯＣ事業シンポジウム等（平成26年

度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 式典・行事
大学ＣＯＣ事業シンポジウム等（平成27年

度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 式典・行事
ＣＯＣ＋事業シンポジウム等（平成27年

度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 式典・行事
ＣＯＣ＋事業シンポジウム等（平成28年

度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事
ＣＯＣ＋事業シンポジウム等（平成29年

度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事
ＣＯＣ＋事業シンポジウム等（平成30年

度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事
ＣＯＣ＋事業シンポジウム等（平成31年

度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金
文部科学省等への報告等（大学ＣＯＣ事業

関係）（平成25年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
文部科学省等への報告等（大学ＣＯＣ事業

関係）（平成26年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
文部科学省等への報告等（大学ＣＯＣ事業

関係）（平成27年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
文部科学省等への報告等（ＣＯＣ＋事業関

係）（平成27年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
文部科学省等への報告等（ＣＯＣ＋事業関

係）（平成28年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
文部科学省等への報告等（ＣＯＣ＋事業関

係）（平成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
文部科学省等への報告等（ＣＯＣ＋事業関

係）（平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
文部科学省等への報告等（ＣＯＣ＋事業関

係）（平成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
文部科学省等への報告等（ＣＯＣ＋事業関

係）（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 支出 大学ＣＯＣ事業支出関係（平成25年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出 大学ＣＯＣ事業支出関係（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 大学ＣＯＣ事業支出関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出 大学ＣＯＣ事業支出関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 大学ＣＯＣ事業支出関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 ＣＯＣ＋事業支出関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出 ＣＯＣ＋事業支出関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出 ＣＯＣ＋事業支出関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 ＣＯＣ＋事業支出関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出 ＣＯＣ＋事業支出関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 予算執行関係 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 予算執行関係 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 日誌 大学ＣＯＣ事業帳票関係（平成25年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 日誌 大学ＣＯＣ事業帳票関係（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 日誌 大学ＣＯＣ事業帳票関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 日誌 大学ＣＯＣ事業帳票関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 日誌 大学ＣＯＣ事業帳票関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 日誌 ＣＯＣ＋事業帳票関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 日誌 ＣＯＣ＋事業帳票関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 日誌 ＣＯＣ＋事業帳票関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 大学ＣＯＣ事業会議関係（平成25年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 大学ＣＯＣ事業会議関係（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 大学ＣＯＣ事業会議関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄
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2016年度 管理運営 会議 大学ＣＯＣ事業会議関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 大学ＣＯＣ事業会議関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 ＣＯＣ＋事業会議関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 ＣＯＣ＋事業会議関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 ＣＯＣ＋事業会議関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 ＣＯＣ＋事業会議関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 ＣＯＣ＋事業会議関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金 補助金（ＣＯＣ）関係（平成25年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金 補助金（ＣＯＣ）関係（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金 補助金（ＣＯＣ）関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金 補助金（ＣＯＣ）関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金 補助金（ＣＯＣ）関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金 補助金（ＣＯＣ＋）関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金 補助金（ＣＯＣ＋）関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金 補助金（ＣＯＣ＋）関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金 補助金（ＣＯＣ＋）関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金 補助金（ＣＯＣ＋）関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全補助事業完了後5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金 COC関係 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金 COC関係 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金 COC＋事業関係 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金 COC＋事業関係 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（リソル）（⾧柄町） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（船橋市）（横芝光町） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
受託研究関係（南房総市）（ちばぎん総合

研究所）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（株式会社大功） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
受託研究関係（南房総市）（木更津市観光

協会）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（横芝光町）（芝山町） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（⾧柄町）（船橋市） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（リソル） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
産学共創プラットフォーム共同研究推進プ

ログラム（ＯＰＥＲＡ）
学務部教育企画課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（南房総市）（船橋市） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（横芝光町）（芝山町） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（⾧柄町） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（リソル） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 木更津受託事業予算関係 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 全研究期間終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究(横芝光町) 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 全研究期間終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究(リソル) 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 全研究期間終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究(⾧柄町・⾧柄町②) 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究(芝山町・南房総市) 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 全研究期間終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究(南房総市) 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究(横芝光町) 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究(リソル) 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究(OPERA) 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究(⾧柄町) 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
受託研究(成田国際空港株式会社・モンベル

フレンドエリア九十九里連絡協議会)
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 補助金 いすみ市補助金関係（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 補助完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 補助金 いすみ市補助金関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 補助完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 補助金 いすみ市補助金関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 補助完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 補助金 いすみ市補助金関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 補助完了後5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動
政府派遣学部留学生に係る合格者の承認並

びに入学許可（平成24年度）
学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
政府派遣学部留学生に係る合格者の承認並

びに入学許可（平成25年度）
学務部教務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
政府派遣学部留学生に係る合格者の承認並

びに入学許可（平成26年度）
学務部教務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
政府派遣学部留学生に係る合格者の承認並

びに入学許可（平成27年度）
学務部教務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
政府派遣学部留学生に係る合格者の承認並

びに入学許可（平成28年度）
学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
政府派遣学部留学生に係る合格者の承認並

びに入学許可（平成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
政府派遣学部留学生に係る合格者の承認並

びに入学許可（平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
政府派遣学部留学生に係る合格者の承認並

びに入学許可（平成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動
国費外国人学部留学生に係る合格の承認並

びに入学許可（平成24年度）
学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
国費外国人学部留学生に係る合格の承認並

びに入学許可（平成25年度）
学務部教務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
国費外国人学部留学生に係る合格の承認並

びに入学許可（平成26年度）
学務部教務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
国費外国人学部留学生に係る合格の承認並

びに入学許可（平成27年度）
学務部教務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
国費外国人学部留学生に係る合格の承認並

びに入学許可（平成28年度）
学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
国費外国人学部留学生に係る合格の承認並

びに入学許可（平成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
国費外国人学部留学生に係る合格の承認並

びに入学許可（平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄
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2019年度 学務 身分異動
国費外国人学部留学生に係る合格の承認並

びに入学許可（平成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
国費外国人学部留学生に係る合格の承認並

びに入学許可（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
国費外国人学部留学生に係る合格の承認並

びに入学許可（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
非正規学生入学許可（研究生、委託研究

生、専攻生、科目等履修生、特別聴講学
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
非正規学生入学許可（研究生、委託研究

生、専攻生、科目等履修生、特別聴講学
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
非正規学生入学許可（研究生、委託研究

生、専攻生、科目等履修生、特別聴講学
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
非正規学生入学許可（研究生、委託研究

生、専攻生、科目等履修生、特別聴講学
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
非正規学生入学許可（研究生、委託研究

生、専攻生、科目等履修生、特別聴講学
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1952年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業、修了認定及び卒業証書、修了証書授

与、大学院課程修了認定（昭和27年度～平
学生部教務課⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業、修了認定及び卒業証書・学位記、修

了証書授与、大学院課程修了認定（平成3年
学生部教務課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業、修了認定及び卒業証書・学位記、修

了証書授与、大学院課程修了認定（平成19
学生部教務課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業、修了認定及び卒業証書・学位記、修

了証書授与、大学院課程修了認定（平成19
学生部教務課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 未定

2012年度 学務 身分異動
学部学生転部・転科（転課程）許可（平成

24年度）
学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
学部学生転部・転科（転課程）許可（平成

25年度）
学務部教務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
学部学生転部・転科（転課程）許可（平成

26年度）
学務部教務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
学部学生転部・転科（転課程）許可（平成

27年度）
学務部教務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
学部学生転部・転科（転課程）許可（平成

28年度）
学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
学部学生転部・転科（転課程）許可（平成

29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
学部学生転部・転科（転課程）許可（平成

30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
学部学生転部・転科（転課程）許可（平成

31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
学部学生転部・転科（転課程）許可（令和2

年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
学部学生転部・転科（転課程）許可（令和3

年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 大学院学生・転専攻許可（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 大学院学生・転専攻許可（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 大学院学生・転専攻許可（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 大学院学生・転専攻許可（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 大学院学生・転専攻許可（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動
正規学生（（学部）休学、復学、留学、退

学、除籍） （平成24年度）
学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
正規学生（（学部）休学、復学、留学、退

学、除籍） （平成25年度）
学務部教務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
正規学生（（学部）休学、復学、留学、退

学、除籍） （平成26年度）
学務部教務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
正規学生（（学部）休学、復学、留学、退

学、除籍） （平成27年度）
学務部教務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
正規学生（（学部）休学、復学、留学、退

学、除籍） （平成28年度）
学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
正規学生（（学部）休学、復学、留学、退

学、除籍） （平成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
正規学生（（学部）休学、復学、留学、退

学、除籍） （平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
正規学生（（学部）休学、復学、留学、退

学、除籍） （平成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
正規学生（（学部）休学、復学、留学、退

学、除籍） （令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
正規学生（（学部）休学、復学、留学、退

学、除籍） （令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動
正規学生（（大学院）休学、復学、留学、

退学、除籍） （平成24年度）
学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
正規学生（（大学院）休学、復学、留学、

退学、除籍） （平成25年度）
学務部教務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
正規学生（（大学院）休学、復学、留学、

退学、除籍） （平成26年度）
学務部教務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
正規学生（（大学院）休学、復学、留学、

退学、除籍） （平成27年度）
学務部教務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
正規学生（（大学院）休学、復学、留学、

退学、除籍） （平成28年度）
学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
正規学生（（大学院）休学、復学、留学、

退学、除籍） （平成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
正規学生（（大学院）休学、復学、留学、

退学、除籍） （平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
正規学生（（大学院）休学、復学、留学、

退学、除籍） （平成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
正規学生（（大学院）休学、復学、留学、

退学、除籍） （令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
正規学生（（大学院）休学、復学、留学、

退学、除籍） （令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
非正規学生（（学部）退学、除籍） （平

成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
非正規学生（（学部）退学、除籍） （平

成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
非正規学生（（学部）退学、除籍） （平

成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
非正規学生（（学部）退学、除籍） （令

和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
非正規学生（（学部）退学、除籍） （令

和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
非正規学生（（大学院）退学、除籍）

（平成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
非正規学生（（大学院）退学、除籍）

（平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
非正規学生（（大学院）退学、除籍）

（平成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
非正規学生（（大学院）退学、除籍）

（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
非正規学生（（大学院）退学、除籍）

（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成4年度） 総務部総務課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成5年度） 総務部総務課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成6年度） 総務部総務課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成7年度） 総務部総務課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成8年度） 総務部総務課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成9年度） 総務部総務課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成10年度） 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄
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1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成11年度） 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成12年度） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成13年度） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成15年度） 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成16年度） 学生部教務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成17年度） 学生部教務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成18年度） 学生部教務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成19年度） 学生部教務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成20年度） 学生部教務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成21年度） 学生部教務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成22年度） 学生部教務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成23年度） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成4年度） 総務部総務課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成5年度） 総務部総務課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成6年度） 総務部総務課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成7年度） 総務部総務課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成8年度） 総務部総務課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成9年度） 総務部総務課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成10年度） 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成11年度） 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成12年度） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成13年度） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成15年度） 学生部教務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成16年度） 学生部教務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成17年度） 学生部教務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成18年度） 学生部教務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成19年度） 学生部教務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成20年度） 学生部教務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成21年度） 学生部教務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成22年度） 学生部教務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成23年度） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与管理台帳（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 その他学位授与関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 その他学位授与関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 その他学位授与関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 その他学位授与関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 その他学位授与関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 証明書発行
研究生、委託研究生、専攻生、科目等履修

生、特別聴講学生の証明書 （平成29年
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 証明書発行
研究生、委託研究生、専攻生、科目等履修

生、特別聴講学生の証明書 （平成30年
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 証明書発行
研究生、委託研究生、専攻生、科目等履修

生、特別聴講学生の証明書 （平成31年
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書発行
研究生、委託研究生、専攻生、科目等履修

生、特別聴講学生の証明書 （令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書発行
研究生、委託研究生、専攻生、科目等履修

生、特別聴講学生の証明書 （令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 証明書発行
研究生、委託研究生、特別研究学生、科目

等履修生、特別聴講学生の証明書 （平成
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄
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2018年度 学務 証明書発行
研究生、委託研究生、特別研究学生、科目

等履修生、特別聴講学生の証明書 （平成
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 証明書発行
研究生、委託研究生、特別研究学生、科目

等履修生、特別聴講学生の証明書 （平成
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書発行
研究生、委託研究生、特別研究学生、科目

等履修生、特別聴講学生の証明書 （令和2
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書発行
研究生、委託研究生、特別研究学生、科目

等履修生、特別聴講学生の証明書 （令和3
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 授業日程（学部）（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 授業日程（学部）（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 授業日程（学部）（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 授業日程（学部）（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 授業日程（学部）（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 授業日程（大学院）（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 授業日程（大学院）（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 授業日程（大学院）（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 授業日程（大学院）（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 授業日程（大学院）（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 介護等体験関係 （平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 介護等体験関係 （平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 介護等体験関係 （平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 介護等体験関係 （令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 介護等体験関係 （令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
大学・部局間相互単位互換協定関係 （平

成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力
大学・部局間相互単位互換協定関係 （平

成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
大学・部局間相互単位互換協定関係 （平

成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力
大学・部局間相互単位互換協定関係 （令

和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力
大学・部局間相互単位互換協定関係 （令

和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学部教育委員会関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学部教育委員会関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学部教育委員会関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学部教育委員会関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 学部教育委員会関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教育総合推進部門会議関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
イノベーション教育センター運営会議関係

（平成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
イノベーション教育センター運営会議関係

（平成31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
イノベーション教育センター運営会議関係

（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
イノベーション教育センター運営会議関係

（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 大学院教育委員会関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 大学院教育委員会関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 大学院教育委員会関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 大学院教育委員会関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 大学院教育委員会関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
先進科学プログラム教務委員会関係（平成

29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
先進科学プログラム教務委員会関係（平成

30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
先進科学プログラム教務委員会関係（平成

31年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
先進科学プログラム教務委員会関係（令和2

年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
先進科学プログラム教務委員会関係（令和3

年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
全学教育センター運営会議関係（平成29年

度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
全学教育センター運営会議関係（平成30年

度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
全学教育センター運営会議関係（平成31年

度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
全学教育センター運営会議関係（令和2年

度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
全学教育センター運営会議関係（令和3年

度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1992年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成4年） 総務部総務課⾧ 1992年12月1日 30年 2022年11月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1993年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成5年） 総務部総務課⾧ 1993年12月1日 30年 2023年11月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1994年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成6年） 総務部総務課⾧ 1994年12月1日 30年 2024年11月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1995年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成7年） 総務部総務課⾧ 1995年12月1日 30年 2025年11月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成10年） 総務部総務課⾧ 1998年12月1日 30年 2028年11月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成11年） 総務部総務課⾧ 1999年12月1日 30年 2029年11月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2000年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成12年） 総務部総務課⾧ 2000年10月1日 30年 2030年9月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成13年） 総務部総務課⾧ 2001年10月1日 30年 2031年9月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2002年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成14年） 総務部総務課⾧ 2002年10月1日 30年 2032年9月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2003年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成15年） 総務部総務課⾧ 2003年10月1日 30年 2033年9月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2004年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成16年） 学生部教務課⾧ 2004年10月1日 30年 2034年9月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2005年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成17年） 学生部教務課⾧ 2005年10月1日 30年 2035年9月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2006年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成18年） 学生部教務課⾧ 2006年10月1日 30年 2036年9月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2007年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成19年） 学生部教務課⾧ 2007年10月1日 30年 2037年9月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2008年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成20年） 学生部教務課⾧ 2008年10月1日 30年 2038年9月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄
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2009年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成21年） 学生部教務課⾧ 2009年10月1日 30年 2039年9月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2010年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成22年） 学生部教務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2011年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成23年） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成24年） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成25年） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成26年） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成27年） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成28年） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成29年） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成30年） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成31年） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（令和2年） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（令和3年） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2006年度 学務 資格認定
教員免許課程認定大学実地視察関係（平成

18年度）
学生部教務課⾧ 2006年5月1日 30年 2036年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定 医学部附属学校の指定取消し（平成13年） 総務部総務課⾧ 2002年2月1日 30年 2032年1月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1995年度 学務 資格認定 実習施設の変更（平成7年） 総務部総務課⾧ 1995年7月1日 30年 2025年6月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1993年度 学務 資格認定 教育課程の変更（平成6年） 総務部総務課⾧ 1994年3月1日 30年 2024年2月29日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1994年度 学務 資格認定 教育課程の変更（平成7年） 総務部総務課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1995年度 学務 資格認定 教育課程の変更（平成7年） 総務部総務課⾧ 1995年7月1日 30年 2025年6月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1996年度 学務 資格認定 教育課程の変更（平成8年） 総務部総務課⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1997年度 学務 資格認定 入学定員の変更（平成10年） 総務部総務課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成11年

度）
総務部総務課⾧ 2000年5月1日 30年 2030年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2000年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成12年

度）
総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成13年

度）
総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2002年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成14年

度）
総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2003年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成15年

度）
総務部総務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2004年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成16年

度）
学生部教務課⾧ 2005年5月1日 30年 2035年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2005年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成17年

度）
学生部教務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2006年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成18年

度）
学生部教務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2007年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成19年

度）
学生部教務課⾧ 2008年5月1日 30年 2038年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2008年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成20年

度）
学生部教務課⾧ 2009年5月1日 30年 2039年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2009年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成21年

度）
学生部教務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2010年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成22年

度）
学生部教務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2011年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成23年

度）
学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成24年

度）
学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成25年

度）
学生部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 資格認定
保健婦助産婦看護学校指定関係（平成26年

度）
学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1992年度 学務 資格認定
無線従事者国家試験を免除する学校等の認

定に関する変更届（平成4年）
総務部総務課⾧ 1992年8月1日 30年 2022年7月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1992年度 学務 資格認定
無線従事者国家試験を免除する学校等の認

定（平成4年）
総務部総務課⾧ 1992年9月1日 30年 2022年8月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
無線従事者国家試験を免除する学校等の認

定に関する変更届（平成10年）
総務部総務課⾧ 1998年6月1日 30年 2028年5月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定
無線従事者国家試験を免除する学校等の認

定に係る実地調査（平成11年）
総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定
無線従事者国家試験を免除する学校等の認

定（平成13年）
総務部総務課⾧ 2001年11月1日 30年 2031年10月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1992年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定変更申請

（平成4年）
総務部総務課⾧ 1992年5月1日 30年 2022年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定変更申請

（平成13年）
総務部総務課⾧ 2001年5月1日 30年 2031年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2007年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定変更申請

（平成19年）
学生部教務課⾧ 2008年5月1日 30年 2038年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2008年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定変更申請

（平成20年）
学生部教務課⾧ 2009年5月1日 30年 2039年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2010年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定変更申請

（平成22年）
学生部教務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定変更申請

（平成25年）
学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1994年度 学務 資格認定
食品衛生管理者及び食品衛生監視員の授業

科目の変更（平成6年）
総務部総務課⾧ 1994年9月1日 30年 2024年8月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
言語聴覚士学校養成所指定申請（平成10

年）
総務部総務課⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定 測量士・測量士補の資格認定（平成10年） 総務部総務課⾧ 1998年8月1日 30年 2028年7月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2007年度 学務 資格認定 測量士・測量士補の資格認定（平成19年） 学生部教務課⾧ 2007年8月1日 30年 2037年7月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
「測量に関する科目」に係る学科の認定

（平成10年）
総務部総務課⾧ 1998年9月1日 30年 2028年8月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
一級建築士試験の受験資格認定申請（平成

10年）
総務部総務課⾧ 1998年9月1日 30年 2028年8月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2000年度 学務 資格認定
一級建築士試験の受験資格認定（平成12

年）
総務部総務課⾧ 2001年2月1日 30年 2031年1月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2008年度 学務 資格認定
一級建築士試験の受験資格認定（平成20

年）
学生部教務課⾧ 2008年2月1日 30年 2038年1月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定
二級建築士試験の受験資格認定（平成13

年）
総務部総務課⾧ 2002年5月1日 30年 2032年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2002年度 学務 資格認定
二級建築士試験の受験資格認定申請（平成

14年）
総務部総務課⾧ 2003年5月1日 30年 2033年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
「臨床心理士」受験資格に関する大学院専

攻コース指定申請（平成10年）
総務部総務課⾧ 1999年2月1日 30年 2029年1月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定
「臨床心理士」受験資格に関する大学院専

攻コース指定通知（平成10年）
総務部総務課⾧ 1999年5月1日 30年 2029年4月30日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定
図書館に関する科目の申請関係（平成11年

度）
学生部教務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2002年度 学務 資格認定
図書館に関する科目の申請関係（平成14年

度）
学生部教務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2011年度 学務 資格認定
図書館・学芸員に関する科目の申請関係

（平成23年度）
学生部教務課⾧ 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業
新型コロナウイルス感染症教務関係通知

（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 移管
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2021年度 学務 教育課程・授業
新型コロナウイルス感染症教務関係通知

（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 移管

2017年度 学務 教育課程・授業 履修案内関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 履修案内関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 履修案内関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 履修案内関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 履修案内関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 ICT推進専門委員会関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 ICT推進専門委員会関係（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 ICT推進専門委員会関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 ICT推進専門委員会関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計
5月1日（11月1日）現在の学生数調査（平

成29年度）
学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計
5月1日（11月1日）現在の学生数調査（平

成30年度）
学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
5月1日（11月1日）現在の学生数調査（令

和元年度）
学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計
5月1日（11月1日）現在の学生数調査（令

和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計
5月1日（11月1日）現在の学生数調査（令

和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 FD推進専門委員会関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 FD推進専門委員会関係（平成31年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 FD推進専門委員会関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 FD推進専門委員会関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA ティーチングフェロー関係（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA ティーチングフェロー関係（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウィルス感染性（メディア授業

の実施）関係（令和2年度）
学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウィルス感染性（メディア授業

の実施）関係（令和3年度）
学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 移管

2018年度 人事 職員録・人事記録 SULA関係 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙
書庫（人社系学務

課）
学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員録・人事記録 SULA関係 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙
事務室（人社系学

務課）
学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員録・人事記録 SULA関係 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙
事務室（人社系学

務課）
学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員録・人事記録 SULA関係 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙
事務室（人社系学

務課）
学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 SSH（高大接続枠）等申請支援 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 SSH（高大接続枠）等申請支援 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 SSH（高大接続枠）等申請支援 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 SSH（高大接続枠）等申請支援 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 グローバルサイエンスキャンパス 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 グローバルサイエンスキャンパス 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 高大接続センター 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 高大接続センター 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 高大接続センター 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 千葉県高等学校⾧協会との連絡会議 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 千葉県高等学校⾧協会との連絡会議 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 千葉県高等学校⾧協会との連絡会議 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 千葉県高等学校⾧協会との連絡会議 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 千葉県高等学校⾧協会との連絡会議 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 学務部学生支援課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 学務部学生支援課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 学務部学生支援課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 学務部学生支援課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 学務部学生支援課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学生支援部門会議関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
学生支援部門学生支援専門部会関係（平成

29年度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学生支援センター会議関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学生支援センター会議関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学生支援センター会議関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学生支援センター会議関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 学生支援センター会議関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 学割証関係通達・報告（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 学割証関係通達・報告（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 学割証関係通達・報告（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 学割証関係通達・報告（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 学割証関係通達・報告（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』1 学生部学生課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』2 学生部学生課⾧ 1998年7月1日 30年 2028年6月30日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』3 学生部学生課⾧ 1998年12月1日 30年 2028年11月30日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』4 学生部学生課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』5 学生部学生課⾧ 1999年7月1日 30年 2029年6月30日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』6 学生部学生課⾧ 1999年12月1日 30年 2029年11月30日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄
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1999年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』7 学生部学生課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』8 学生部学生課⾧ 2000年7月1日 30年 2030年6月30日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』9 学生部学生課⾧ 2000年12月1日 30年 2030年11月30日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』10 学生部学生課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』11 学生部学生課⾧ 2001年7月1日 30年 2031年6月30日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』12 学生部学生課⾧ 2001年12月1日 30年 2031年11月30日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』13 学生部学生課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』14 学生部学生課⾧ 2002年7月1日 30年 2032年6月30日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』15 学生部学生課⾧ 2002年12月1日 30年 2032年11月30日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』16 学生部学生課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』17 学生部学生課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』18 学生部学生生活課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』19 学生部学生生活課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』20 学生部学生生活課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』21 学生部学生生活課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』22 学生部学生支援課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』23 学生部学生支援課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』24 学生部学生支援課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』25 学生部学生支援課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』26 学生部学生支援課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 広報 『千葉大学フォーラム』27 学務部学生支援課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 団体員名簿（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 団体員名簿（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 団体員名簿（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 集会届（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 集会届（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 合宿・旅行届（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 合宿・旅行届（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 学外における団体活動届（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 学外における団体活動届（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 学外における団体活動届（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書発行 学生証（再発行用）（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1992年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成4年度）
学生部学生課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1993年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成5年度）
学生部学生課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1994年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成6年度）
学生部学生課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1995年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成7年度）
学生部学生課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1996年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成8年度）
学生部学生課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1998年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成10年度）
学生部学生課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1999年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成11年度）
学生部学生課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2000年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成12年度）
学生部学生課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2001年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成13年度）
学生部学生課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2002年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成14年度）
学生部学生課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2003年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成15年度）
学生部学生課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2004年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成16年度）
学生部学生生活課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2005年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成17年度）
学生部学生生活課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2006年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成18年度）
学生部学生生活課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2007年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成19年度）
学生部学生支援課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2008年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成20年度）
学生部学生支援課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2009年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成21年度）
学生部学生支援課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2010年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成22年度）
学生部学生支援課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2011年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成23年度）
学生部学生支援課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2012年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成24年度）
学生部学生支援課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2013年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成25年度）
学務部学生支援課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2014年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成26年度）
学務部学生支援課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2015年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成27年度）
学務部学生支援課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2016年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成28年度）
学務部学生支援課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成29年度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（平成30年度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（令和元年度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（令和2年度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
学生の懲戒関係（原議書・処分書・公示文

書）（令和3年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 山岳研修関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 山岳研修関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 山岳研修関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄
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2017年度 学務 学生支援 大学祭関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 大学祭関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 大学祭関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 大学祭関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 大学祭関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 新入生歓迎行事関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 新入生歓迎行事関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 新入生歓迎行事関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 新入生歓迎行事関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 新入生歓迎行事関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理 体育施設等使用許可願（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理 体育施設等使用許可願（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理 体育施設等使用許可願（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理 体育施設等の使用状況表（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理 体育施設等の使用状況表（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理 体育施設等の使用状況表（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
各種団体奨学金（募集・選考・推薦・決

定）（平成29年度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
各種団体奨学金（募集・選考・推薦・決

定）（平成30年度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
各種団体奨学金（募集・選考・推薦・決

定）（令和元年度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
各種団体奨学金（募集・選考・推薦・決

定）（令和2年度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
各種団体奨学金（募集・選考・推薦・決

定）（令和3年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 各種団体奨学金関係データ（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 各種団体奨学金関係データ（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 各種団体奨学金関係データ（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 各種団体奨学金関係データ（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 各種団体奨学金関係データ（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
各種団体奨学金窓口交付関係（平成29年

度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
各種団体奨学金窓口交付関係（平成30年

度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
各種団体奨学金窓口交付関係（令和元年

度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 各種団体奨学金窓口交付関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 各種団体奨学金窓口交付関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 債権発生通知（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 債権発生通知（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 債権発生通知（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 債権発生通知（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 債権発生通知（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 入退寮関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 入退寮関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 入退寮関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 入退寮関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 入退寮関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 施設管理 千葉大学生活協同組合関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 施設管理 千葉大学生活協同組合関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理 千葉大学生活協同組合関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理 千葉大学生活協同組合関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理 千葉大学生活協同組合関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 入学料免除者選考関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 入学料免除者選考関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 入学料免除者選考関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 入学料免除者選考関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 入学料免除者選考関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
授業料免除者選考関係(東日本大震災関係含

む）（平成29年度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
授業料免除者選考関係(東日本大震災関係含

む）（平成30年度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
授業料免除者選考関係(東日本大震災関係含

む）（令和元年度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
授業料免除者選考関係(東日本大震災関係含

む）（令和2年度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
授業料免除者選考関係(東日本大震災関係含

む）（令和3年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
入学料・授業料の免除の取扱いについて

（東日本大震災関係含む）（平成29年度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
入学料・授業料の免除の取扱いについて

（東日本大震災関係含む）（平成30年度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
入学料・授業料の免除の取扱いについて

（東日本大震災関係含む）（令和元年度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
入学料・授業料の免除の取扱いについて

（東日本大震災関係含む）（令和2年度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
入学料・授業料の免除の取扱いについて

（東日本大震災関係含む）（令和3年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 奨学生の選考関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 奨学生の選考関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 奨学生の選考関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄
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2020年度 学務 奨学金・学費免除 奨学生の選考関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 奨学生の選考関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 採用手続き関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 採用手続き関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 採用手続き関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 採用手続き関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 採用手続き関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
予約採用者進学・確認届関係（平成29年

度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
予約採用者進学・確認届関係（平成30年

度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
予約採用者進学・確認届関係（令和元年

度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 予約採用者進学・確認届関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 予約採用者進学・確認届関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 奨学生の異動届関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 奨学生の異動届関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 奨学生の異動届関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 奨学生の異動届関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 奨学生の異動届関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 奨学金関係通知等（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 奨学金関係通知等（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 奨学金関係通知等（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 奨学金関係通知等（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 奨学金関係通知等（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 適格認定関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 適格認定関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 適格認定関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 適格認定関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 適格認定関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 満期者の借用証書関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 満期者の借用証書関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 満期者の借用証書関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 満期者の借用証書関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 満期者の借用証書関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
日本学生支援機構奨学金関係データ（平成

29年度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
日本学生支援機構奨学金関係データ（平成

30年度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
日本学生支援機構奨学金関係データ（令和

元年度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
日本学生支援機構奨学金関係データ（令和2

年度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
日本学生支援機構奨学金関係データ（令和3

年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 学生支援日誌（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 学生支援日誌（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 学生支援日誌（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 相談統計表（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 相談統計表（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 相談統計表（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 学生教育研究災害傷害保険（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 学生教育研究災害傷害保険（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 学生教育研究災害傷害保険（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 学生教育研究災害傷害保険（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 学生教育研究災害傷害保険（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
東日本大震災に係る学生支援関係（平成29

年度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
東日本大震災に係る学生支援関係（平成30

年度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
東日本大震災に係る学生支援関係（令和元

年度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
東日本大震災に係る学生支援関係（令和2年

度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
東日本大震災に係る学生ボランティア関係

（平成29年度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
東日本大震災に係る学生ボランティア関係

（平成30年度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 学生ボランティア関係（令和元年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 学生ボランティア関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 学生ボランティア関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 ふれあいの環団体員名簿（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
サークルリーダーシップトレーニング研修会

関係（平成29年度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
サークルリーダーシップトレーニング研修会

関係（平成30年度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
サークルリーダーシップトレーニング研修会

関係（令和元年度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
サークルリーダーシップトレーニング研修会

関係（令和2年度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
サークルリーダーシップトレーニング研修会

関係（令和3年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係 学生部学生支援課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄
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2013年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係 学務部学生支援課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係 学務部学生支援課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係 学務部学生支援課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係 学務部学生支援課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症関係（庶務業務

等）（令和2年度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症関係（庶務業務

等）（令和3年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルスワクチン職域接種費用

請求関係（令和3年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症関係（課外活動

関係）（令和2年度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症関係（課外活動

関係）（令和3年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 移管

2020年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症関係（奨学金業

務等）（令和2年度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症関係（奨学金業

務等）（令和3年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 移管

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 学務部就職支援課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 学務部就職支援課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 学務部就職支援課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 学務部就職支援課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 学務部就職支援課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
学生支援部門キャリアセンター関係（平成

29年度）
学務部就職支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹キャビネットキャリアセ

ンター関係（平成30年度）
学務部就職支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹キャビネットキャリアセ

ンター関係（平成31年度）
学務部就職支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹キャビネットキャリアセ

ンター関係（令和2年度）
学務部就職支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
国際未来教育基幹キャビネットキャリアセ

ンター関係（令和3年度）
学務部就職支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 文部科学省関係（平成29年度） 学務部就職支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 文部科学省関係（平成30年度） 学務部就職支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 文部科学省関係（平成31年度） 学務部就職支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 文部科学省関係（令和2年度） 学務部就職支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 文部科学省関係（令和3年度） 学務部就職支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 ハローワーク関係（平成29年度） 学務部就職支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 ハローワーク関係（平成30年度） 学務部就職支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 ハローワーク関係（平成31年度） 学務部就職支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 ハローワーク関係（令和2年度） 学務部就職支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 ハローワーク関係（令和3年度） 学務部就職支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
統計・調査・アンケート関係（平成29年

度）
学務部就職支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
統計・調査・アンケート関係（平成30年

度）
学務部就職支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
統計・調査・アンケート関係（平成31年

度）
学務部就職支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 統計・調査・アンケート関係（令和2年度） 学務部就職支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 統計・調査・アンケート関係（令和3年度） 学務部就職支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 就職支援 就職ガイダンス関係（平成31年度） 学務部就職支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 就職支援 就職ガイダンス関係（令和2年度） 学務部就職支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 就職支援 就職ガイダンス関係（令和3年度） 学務部就職支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 就職支援 就職相談受付票（平成31年度） 学務部就職支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 就職支援 就職相談受付票（令和2年度） 学務部就職支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 就職支援 就職相談受付票（令和3年度） 学務部就職支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 就職支援
公立学校教員採用候補者選考に係る推薦(平

成31年度）
学務部就職支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 就職支援
公立学校教員採用候補者選考に係る推薦(令

和2年度）
学務部就職支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 就職支援
公立学校教員採用候補者選考に係る推薦(令

和3年度）
学務部就職支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 就職支援 就職情報提供システムデータ（令和2年度） 学務部就職支援課⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 就職支援 就職情報提供システムデータ（令和3年度） 学務部就職支援課⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部就職支援課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 平成30年度大学入試センター試験関係 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 平成31年度大学入試センター試験関係 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 平成32年度大学入試センター試験関係 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 令和3年度大学入学共通テスト関係 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 令和4年度大学入学共通テスト関係 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
個別学力検査受験者が解答した解答用紙

（令和4年度入試）
学務部入試課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

1992年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成5年度） 学生部入試課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1993年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成6年度） 学生部入試課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1994年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成7年度） 学生部入試課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1995年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成8年度） 学生部入試課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1996年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成9年度） 学生部入試課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1997年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成10年度） 学生部入試課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄
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1998年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成11年度） 学生部入試課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1999年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成12年度） 学生部入試課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2000年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成13年度） 学生部入試課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2001年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成14年度） 学生部入試課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2002年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成15年度） 学生部入試課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2003年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成16年度） 学生部入試課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2004年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成17年度） 学生部入試課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2005年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成18年度） 学生部入試課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2006年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成19年度） 学生部入試課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成20年度） 学生部入試課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2008年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成21年度） 学生部入試課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成22年度） 学生部入試課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2010年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成23年度） 学生部入試課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2011年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成24年度） 学生部入試課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2012年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成25年度） 学生部入試課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成26年度） 学務部入試課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2014年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成27年度） 学務部入試課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成28年度） 学務部入試課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成29年度） 学務部入試課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成30年度） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成31年度） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 学生募集要項（令和2年度） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 学生募集要項（令和3年度） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 学生募集要項（令和4年度） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

1992年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成5年度） 学生部入試課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1993年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成6年度） 学生部入試課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1994年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成7年度） 学生部入試課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1995年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成8年度） 学生部入試課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1996年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成9年度） 学生部入試課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1997年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成10年度） 学生部入試課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1998年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成11年度） 学生部入試課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1999年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成12年度） 学生部入試課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2000年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成13年度） 学生部入試課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2001年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成14年度） 学生部入試課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2002年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成15年度） 学生部入試課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2003年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成16年度） 学生部入試課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2004年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成17年度） 学生部入試課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2005年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成18年度） 学生部入試課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2006年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成19年度） 学生部入試課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成20年度） 学生部入試課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2008年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成21年度） 学生部入試課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試広報 私費外国人留学生募集要項（平成22年度） 学生部入試課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

1992年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成5年度） 学生部入試課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1993年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成6年度） 学生部入試課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1994年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成7年度） 学生部入試課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1995年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成8年度） 学生部入試課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1996年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成9年度） 学生部入試課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1997年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成10年度） 学生部入試課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1998年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成11年度） 学生部入試課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1999年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成12年度） 学生部入試課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2000年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成13年度） 学生部入試課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2001年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成14年度） 学生部入試課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2002年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成15年度） 学生部入試課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2003年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成16年度） 学生部入試課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2004年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成17年度） 学生部入試課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2005年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成18年度） 学生部入試課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2006年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成19年度） 学生部入試課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成20年度） 学生部入試課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2008年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成21年度） 学生部入試課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成22年度） 学生部入試課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2010年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成23年度） 学生部入試課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2011年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成24年度） 学生部入試課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2012年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成25年度） 学生部入試課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成26年度） 学務部入試課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄
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2014年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成27年度） 学務部入試課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成28年度） 学務部入試課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成29年度） 学務部入試課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成30年度） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（平成31年度） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（令和2年度） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（令和3年度） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 入学者選抜要項（令和4年度） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 入試管理システム（平成30年度入試） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 入試管理システム（平成31年度入試） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 入試管理システム（令和2年度入試） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 入試管理システム（令和3年度入試） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 入試管理システム（令和4年度入試） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成30年度入試） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成31年度入試） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和2年度入試） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和3年度入試） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和4年度入試） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 入試マスターデータ（平成30年度入試） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 入試マスターデータ（平成31年度入試） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 入試マスターデータ（令和2年度入試） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 入試マスターデータ（令和3年度入試） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄 PDF

2021年度 学務 入試 入試マスターデータ（令和4年度入試） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄 PDF

2017年度 学務 入試 入試問題（平成30年度入試） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 入試問題（平成31年度入試） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 入試問題（令和2年度入試） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 入試問題（令和3年度入試） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 入試問題（令和4年度入試） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

1998年度 学務 入試広報 千葉大学1999 学生部入試課⾧ 1999年6月1日 30年 2029年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1999年度 学務 入試広報 千葉大学案内2000 学生部入試課⾧ 2000年6月1日 30年 2030年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2000年度 学務 入試広報 千葉大学案内2001 学生部入試課⾧ 2001年6月1日 30年 2031年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2001年度 学務 入試広報 千葉大学案内2002 学生部入試課⾧ 2002年6月1日 30年 2032年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2002年度 学務 入試広報 千葉大学案内2003−2004 学生部入試課⾧ 2003年6月1日 30年 2033年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2003年度 学務 入試広報 千葉大学案内2004−2005 学生部入試課⾧ 2004年6月1日 30年 2034年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2004年度 学務 入試広報 千葉大学案内2005−2006 学生部入試課⾧ 2005年6月1日 30年 2035年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2005年度 学務 入試広報 千葉大学案内06−07 学生部入試課⾧ 2006年6月1日 30年 2036年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2006年度 学務 入試広報 千葉大学案内07−08 学生部入試課⾧ 2007年6月1日 30年 2037年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試広報 千葉大学案内08−09 学生部入試課⾧ 2008年6月1日 30年 2038年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2008年度 学務 入試広報 千葉大学案内09−10 学生部入試課⾧ 2009年6月1日 30年 2039年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試広報 千葉大学案内10−11 学生部入試課⾧ 2010年6月1日 30年 2040年5月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2010年度 学務 入試広報 千葉大学案内11−12 学生部入試課⾧ 2011年6月1日 30年 2041年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2011年度 学務 入試広報 千葉大学案内12−13 学生部入試課⾧ 2012年6月1日 30年 2042年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2012年度 学務 入試広報 千葉大学案内13−14 学務部入試課⾧ 2013年6月1日 30年 2043年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試広報 千葉大学案内14−15 学務部入試課⾧ 2014年6月1日 30年 2044年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2014年度 学務 入試広報 千葉大学案内15−16 学務部入試課⾧ 2015年6月1日 30年 2045年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試広報 千葉大学案内2016−2017 学務部入試課⾧ 2016年6月1日 30年 2046年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試広報 千葉大学案内2017−2018 学務部入試課⾧ 2017年6月1日 30年 2047年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 千葉大学案内2018−2019 学務部入試課⾧ 2018年6月1日 30年 2048年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 千葉大学案内2019−2020 学務部入試課⾧ 2019年6月1日 30年 2049年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 千葉大学案内2020−2021 学務部入試課⾧ 2020年6月1日 30年 2050年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 千葉大学案内2021−2022 学務部入試課⾧ 2021年6月1日 30年 2051年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 千葉大学案内2022−2023 学務部入試課⾧ 2022年6月1日 30年 2052年5月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 千葉大学説明会プログラム（平成29年度） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 千葉大学説明会プログラム（平成30年度） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 千葉大学説明会プログラム（令和元年度） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 千葉大学説明会プログラム（令和2年度） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄 PDF

2021年度 学務 入試広報 千葉大学説明会プログラム（令和3年度） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄 PDF

1998年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成11年度） 学生部入試課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1999年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成12年度） 学生部入試課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2000年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成13年度） 学生部入試課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2001年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成14年度） 学生部入試課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2002年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成15年度） 学生部入試課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2003年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成16年度） 学生部入試課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2004年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成17年度） 学生部入試課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄
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2005年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成18年度） 学生部入試課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2006年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成19年度） 学生部入試課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成20年度） 学生部入試課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2008年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成21年度） 学生部入試課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成22年度） 学生部入試課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2010年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成23年度） 学生部入試課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2011年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成24年度） 学生部入試課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2012年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成25年度） 学生部入試課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成26年度） 学務部入試課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2014年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成27年度） 学務部入試課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成28年度） 学務部入試課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成29年度） 学務部入試課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成30年度） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 入学試験に関する調査（平成31年度） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 入学試験に関する調査（令和2年度） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 入学試験に関する調査（令和3年度） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 入学試験に関する調査（令和4年度） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
アドミッション部門会議関係（平成29年

度）
学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 入試センター運営会議関係（平成29年度） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 入試センター運営会議関係（平成30年度） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
学部入試委員会・大学院入試委員会（平成

29年度）
学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
学部入試委員会・大学院入試委員会（平成

30年度）
学務部入試課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
学部入試委員会・大学院入試委員会（令和

元年度）
学務部入試課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
学部入試委員会・大学院入試委員会（令和

２年度）
学務部入試課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
学部入試委員会・大学院入試委員会（令和3

年度）
学務部入試課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 入学者選抜専門委員会（平成29年度） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 入学者選抜専門委員会（平成30年度） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 入学者選抜専門委員会（令和元年度） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 入学者選抜専門委員会（令和2年度） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 入学者選抜専門委員会（令和3年度） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 入試広報戦略専門委員会（平成29年度） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 入試広報戦略専門委員会（平成30年度） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 入試広報戦略専門委員会（令和元年度） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 入試広報戦略専門委員会（令和2年度） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 入試広報戦略専門委員会（令和3年度） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 学務部入試課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 学務部入試課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） 学務部入試課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和２年） 学務部入試課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄 EXCEL

2021年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 学務部入試課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部入試課⾧ 廃棄 EXCEL

2021年度 学務 留学 留学生証明交付願い（令和3年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2012年度 学務 留学 帰国旅費（延⾧申請含む）（平成24年度） 学生部留学生課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2013年度 学務 留学 帰国旅費（延⾧申請含む）（平成25年度） 学務部留学生課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2014年度 学務 留学 帰国旅費（延⾧申請含む）（平成26年度） 学務部留学生課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2015年度 学務 留学 帰国旅費（延⾧申請含む）（平成27年度） 学務部留学生課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2016年度 学務 留学 帰国旅費（延⾧申請含む）（平成28年度） 学務部留学生課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 帰国旅費（延⾧申請含む）（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 帰国旅費（延⾧申請含む）（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 帰国旅費（延⾧申請含む）（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 帰国旅費（延⾧申請含む）（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 帰国旅費（延⾧申請含む）（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 大学推薦（平成24年度） 学生部留学生課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 大学推薦（平成25年度） 学務部留学生課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 大学推薦（平成26年度） 学務部留学生課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 大学推薦（平成27年度） 学務部留学生課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 大学推薦（平成28年度） 学務部留学生課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 大学推薦（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 大学推薦（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 大学推薦（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 大学推薦（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 大学推薦（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 学部留学生（平成24年度） 学生部留学生課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 学部留学生（平成25年度） 学務部留学生課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 学部留学生（平成26年度） 学務部留学生課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

113



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2015年度 学務 身分異動 学部留学生（平成27年度） 学務部留学生課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 学部留学生（平成28年度） 学務部留学生課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 学部留学生（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 学部留学生（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 学部留学生（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 学部留学生（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 学部留学生（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 国費延⾧申請（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 国費延⾧申請（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 国費延⾧申請（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 国費延⾧申請（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 国費延⾧申請（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
スーパーグローバル大学創成支援事業によ

る国費外国人留学生（平成29年度）
学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
スーパーグローバル大学創成支援事業によ

る国費外国人留学生（平成30年度）
学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
スーパーグローバル大学創成支援事業によ

る国費外国人留学生（令和元年度）
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
スーパーグローバル大学創成支援事業によ

る国費外国人留学生（令和２年度）
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
スーパーグローバル大学創成支援事業によ

る国費外国人留学生（令和３年度）
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動
大使館推薦による国費留学生（研究留学

生．教育研修生・日研生）の採用（平成24
学生部留学生課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
大使館推薦による国費留学生（研究留学

生．教育研修生・日研生）の採用（平成25
学務部留学生課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
大使館推薦による国費留学生（研究留学

生．教育研修生・日研生）の採用（平成26
学務部留学生課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
大使館推薦による国費留学生（研究留学

生．教育研修生・日研生）の採用（平成27
学務部留学生課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
大使館推薦による国費留学生（研究留学

生．教育研修生・日研生）の採用（平成28
学務部留学生課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
大使館推薦による国費留学生（研究留学

生．教育研修生・日研生）の採用（平成29
学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
大使館推薦による国費留学生（研究留学

生．教育研修生・日研生）の採用（平成30
学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
大使館推薦による国費留学生（研究留学

生．教育研修生・日研生）の採用（令和元
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
大使館推薦による国費留学生（研究留学

生．教育研修生・日研生）の採用（令和２
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
大使館推薦による国費留学生（研究留学

生．教育研修生・日研生）の採用（令和３
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 国費外国人留学生（給与）（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 国費外国人留学生（給与）（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 国費外国人留学生（給与）（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 国費外国人留学生（給与）（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 国費外国人留学生（給与）（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
冠奨学金（募集・選考・推薦・決定）（平

成29年度）
学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
冠奨学金（募集・選考・推薦・決定）（平

成30年度）
学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
冠奨学金（募集・選考・推薦・決定）（令

和元年度）
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
冠奨学金（募集・選考・推薦・決定）（令

和２年度）
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
冠奨学金（募集・選考・推薦・決定）（令

和３年度）
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
エクセレント・インターナショナル・ス

チューデントスカラシップ関係 パート
学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
エクセレント・インターナショナル・ス

チューデントスカラシップ関係 パート
学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
エクセレント・インターナショナル・ス

チューデントスカラシップ関係 パート
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
エクセレント・インターナショナル・ス

チューデントスカラシップ関係 パート
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
エクセレント・インターナショナル・ス

チューデントスカラシップ関係 パート
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
私費留学生学習奨励費（募集・選考・推

薦・決定）（平成29年度）
学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
私費留学生学習奨励費（募集・選考・推

薦・決定）（平成30年度）
学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
私費留学生学習奨励費（募集・選考・推

薦・決定）（令和元年度）
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
私費留学生学習奨励費（募集・選考・推

薦・決定）（令和２年度）
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
私費留学生学習奨励費（募集・選考・推

薦・決定）（令和３年度）
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
私費留学生各種民間奨学金（募集・選考・

推薦・決定）（平成29年度）
学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
私費留学生各種民間奨学金（募集・選考・

推薦・決定）（平成30年度）
学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
私費留学生各種民間奨学金（募集・選考・

推薦・決定）（令和元年度）
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
私費留学生各種民間奨学金（募集・選考・

推薦・決定）（令和２年度）
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
私費留学生各種民間奨学金（募集・選考・

推薦・決定）（令和３年度）
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 奨学金申請者登録（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 奨学金申請者登録（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 奨学金申請者登録（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 奨学金申請者登録（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 奨学金申請者登録（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 学部学生留学支援奨学金（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 学部学生留学支援奨学金（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 学部学生留学支援奨学金（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2004年度 学務 留学 留学生名簿（平成16年度） 学生部留学生課⾧ 2005年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2005年度 学務 留学 留学生名簿（平成17年度） 学生部留学生課⾧ 2006年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2006年度 学務 留学 留学生名簿（平成18年度） 学生部留学生課⾧ 2007年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2007年度 学務 留学 留学生名簿（平成19年度） 学生部留学生課⾧ 2008年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

114



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2008年度 学務 留学 留学生名簿（平成20年度） 学務部留学生課⾧ 2009年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2009年度 学務 留学 留学生名簿（平成21年度） 学務部留学生課⾧ 2010年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2010年度 学務 留学 留学生名簿（平成22年度） 学務部留学生課⾧ 2011年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2011年度 学務 留学 留学生名簿（平成23年度） 学生部留学生課⾧ 2012年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2012年度 学務 留学 留学生名簿（平成24年度） 学生部留学生課⾧ 2013年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2013年度 学務 留学 留学生名簿（平成25年度） 学務部留学生課⾧ 2014年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2014年度 学務 留学 留学生名簿（平成26年度） 学務部留学生課⾧ 2015年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2015年度 学務 留学 留学生名簿（平成27年度） 学務部留学生課⾧ 2016年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2016年度 学務 留学 留学生名簿（平成28年度） 学務部留学生課⾧ 2017年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 留学生名簿（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 留学生名簿（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 留学生名簿（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 留学生名簿（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 留学生名簿（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 派遣留学生（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
事務室→

書庫
学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 派遣留学生（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 派遣留学生（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 派遣留学生（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 派遣留学生（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2012年度 学務 留学 政府派遣留学生の受入（平成24年度） 学生部留学生課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2013年度 学務 留学 政府派遣留学生の受入（平成25年度） 学務部留学生課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2014年度 学務 留学 政府派遣留学生の受入（平成26年度） 学務部留学生課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2015年度 学務 留学 政府派遣留学生の受入（平成27年度） 学務部留学生課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2016年度 学務 留学 政府派遣留学生の受入（平成28年度） 学務部留学生課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 政府派遣留学生の受入（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 政府派遣留学生の受入（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 政府派遣留学生の受入（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 政府派遣留学生の受入（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 政府派遣留学生の受入（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2015年度 学務 留学 渡日前奨学金申請登録制度（平成27年度） 学務部留学生課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2016年度 学務 留学 渡日前奨学金申請登録制度（平成28年度） 学務部留学生課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 渡日前奨学金申請登録制度（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 渡日前奨学金申請登録制度（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 渡日前奨学金申請登録制度（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 渡日前奨学金申請登録制度（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 渡日前奨学金申請登録制度（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 渡日後手続き（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 渡日後手続き（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 渡日後手続き（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 渡日後手続き（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 渡日後手続き（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
留学生数調査（基準概算関係）（令和元年

度）
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学
留学生数調査（基準概算関係）（令和２年

度）
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学
留学生数調査（基準概算関係）（令和３年

度）
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2000年度 学務 留学 Ｊ−ＰＡＣ・分散・日研生の修了証書 学生部留学生課⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2001年度 学務 留学 Ｊ−ＰＡＣ・分散・日研生の修了証書 学生部留学生課⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2002年度 学務 留学 Ｊ−ＰＡＣ・分散・日研生の修了証書 学生部留学生課⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2003年度 学務 留学 Ｊ−ＰＡＣ・分散・日研生の修了証書 学生部留学生課⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2004年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成16年

度）
学生部留学生課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2005年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成17年

度）
学生部留学生課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2006年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成18年

度）
学生部留学生課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2007年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成19年

度）
学生部留学生課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2008年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成20年

度）
学生部留学生課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2009年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成21年

度）
学生部留学生課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2010年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成22年

度）
学生部留学生課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2011年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成23年

度）
学生部留学生課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2012年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成24年

度）
学生部留学生課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2013年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成25年

度）
学務部留学生課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2014年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成26年

度）
学務部留学生課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2015年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成27年

度）
学務部留学生課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2016年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成28年

度）
学務部留学生課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成29年

度）
学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（平成30年

度）
学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（令和元年

度）
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄
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2020年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（令和２年

度）
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学
Ｊ−ＰＡＣ・日研生の修了証書（令和３年

度）
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学
千葉大学短期留学国際プログラム（Ｊ−Ｐ

ＡＣ）の募集要項（平成29年度）
学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学
千葉大学短期留学国際プログラム（Ｊ−Ｐ

ＡＣ）の募集要項（平成30年度）
学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
千葉大学短期留学国際プログラム（Ｊ−Ｐ

ＡＣ）の募集要項（令和元年度）
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学
千葉大学短期留学国際プログラム（Ｊ−Ｐ

ＡＣ）の募集要項（令和２年度）
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学
千葉大学短期留学国際プログラム（Ｊ−Ｐ

ＡＣ）の募集要項（令和３年度）
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 ＪＡＳＳＯ奨学金関連（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 ＪＡＳＳＯ奨学金関連（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 ＪＡＳＳＯ奨学金関連（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 ＪＡＳＳＯ奨学金関連（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 ＪＡＳＳＯ奨学金関連（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2012年度 学務 留学 学生交流協定書 学生部留学生課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 日本留学フェア（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 日本留学フェア（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 日本留学フェア（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 日本留学フェア（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 日本留学フェア（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 交流推進会議（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 交流推進会議（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 交流推進会議（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 国際教育センター運営会議（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 国際教育センター運営会議（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 国際教育センター運営会議（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 国際教育センター運営会議（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 国際教育センター運営会議（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 留学生委員会（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 留学生委員会（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 留学生委員会（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 留学生委員会（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 留学生委員会（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 留学生教育部（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 留学生教育・支援部（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 留学生教育・支援部（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 留学生教育・支援部（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 留学生教育・支援部（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 留学生支援部（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 留学生受入・派遣推進部（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 留学生受入推進部（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 留学生受入推進部（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 留学生受入推進部（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 留学生受入推進部（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 留学生派遣推進部（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
書庫→

事務室
学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 留学生派遣推進部（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 留学生派遣推進会議（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 留学生派遣推進会議（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

1993年度 学務 留学 日本語予備教育（平成5年度～平成23年度） 学生部留学生課⾧ 未定 常用 未定 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 非正規学生（平成29年度） 学生部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 非正規学生（平成30年度） 学生部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 非正規学生（令和元年度） 学生部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 非正規学生（令和２年度） 学生部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 非正規学生（令和３年度） 学生部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 日本語授業関連 R1 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 日本語授業関連 R2 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 日本語授業関連 R３ 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 学務部留学生課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和２年） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和３年） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 施設管理 入居者選考関係（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 施設管理 入居者選考関係（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理 入居者選考関係（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理 入居者選考関係（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄
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2021年度 管理運営 施設管理 入居者選考関係（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 施設管理 国際交流会館（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 施設管理 国際交流会館（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理 国際交流会館（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理 国際交流会館（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理 国際交流会館（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理
国際交流会館外国人研究者等入退去（令和

元年度）
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 国際企画課事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理
国際交流会館外国人研究者等入退去（令和

２年度）
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 国際企画課事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理
国際交流会館外国人研究者等入退去（令和

３年度）
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 国際企画課事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 留学生の機関補償 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 留学生の機関補償 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 留学生の機関補償 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 留学生の機関補償 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 留学生の機関補償 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 社員寮入居選考関係（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 社員寮入居選考関係（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 社員寮入居選考関係（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 社員寮入居選考関係（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 社員寮入居選考関係（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令・依頼簿(平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令・依頼簿(平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令・依頼簿(令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令および出張報告書(令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令および出張報告書(令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和元年） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和２年） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和３年） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和元年） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 ショートプログラム（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 ショートプログラム（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 ショートプログラム（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 ショートプログラム（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 ショートプログラム（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 短期留学プログラム(BOOT）関連 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 短期留学プログラム(BOOT）関連 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 短期留学プログラム(BOOT）関連 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
事務室→

書庫
学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 短期留学プログラム(BOOT）関連 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
事務室→

書庫
学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 JASSO奨学金一般枠（派遣） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 JASSO奨学金一般枠（派遣） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 JASSO奨学金一般枠（派遣） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 JASSO学生提出書類（夏季・春季BOOT） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 JASSO学生提出書類（夏季・春季BOOT） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 JASSO学生提出書類（夏季・春季BOOT） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2030年3月31日 紙
事務室→

書庫
学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 留学イベント（平成29年度） 学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 留学イベント（平成30年度） 学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 留学イベント（令和元年度） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 留学イベント（令和２年度） 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 留学イベント（令和３年度） 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
海外留学支援制度（大学院学位取得型）

（平成29年度）
学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
海外留学支援制度（大学院学位取得型）

（平成30年度）
学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
海外留学支援制度（大学院学位取得型）

（令和元年度）
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
海外留学支援制度（大学院学位取得型）

（令和２年度）
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
海外留学支援制度（大学院学位取得型）

（令和３年度）
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
海外留学支援制度（協定派遣・協定受入）

（平成29年度）
学務部留学生課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
海外留学支援制度（協定派遣・協定受入）

（平成30年度）
学務部留学生課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
海外留学支援制度（協定派遣・協定受入）

（令和元年度）
学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
海外留学支援制度（協定派遣・協定受入）

（令和２年度）
学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
海外留学支援制度（協定派遣・協定受入）

（令和３年度）
学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 施設管理
イングリッシュ・ハウス関係（平成25年

度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 施設管理
イングリッシュ・ハウス関係（平成26年

度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 施設管理
イングリッシュ・ハウス関係（平成27年

度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄
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2016年度 管理運営 施設管理
イングリッシュ・ハウス関係（平成28年

度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 施設管理
イングリッシュ・ハウス関係（平成29年

度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 施設管理
イングリッシュ・ハウス関係（平成30年

度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙  事務室→書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理
イングリッシュ・ハウス関係（令和元年

度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理 イングリッシュ・ハウス（令和２年度） 留学生課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理 イングリッシュ・ハウス（令和３年度） 留学生課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
スキップワイズ短期留学プログラム

（BOOT）関係（平成26年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙

教育企画課事務室

→書庫
学務部留学生課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
スキップワイズ短期留学プログラム

（BOOT）関係（平成27年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙

教育企画課事務室

→書庫
学務部留学生課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
スキップワイズ短期留学プログラム

（BOOT）関係（平成28年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙

教育企画課事務室

→書庫
学務部留学生課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
BOOT（春季）学生提出書類（平成28年

度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙

教育企画課事務室

→書庫
学務部留学生課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 トビタテ！留学JAPAN関係（平成29年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 トビタテ！留学JAPAN関係（平成30年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 トビタテ！留学JAPAN関係（令和元年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 トビタテ！留学JAPAN関係（令和２年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 トビタテ！留学JAPAN関係（令和３年度） 留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 オンライン留学プログラム 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 オンライン留学プログラム 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 危機管理関係（ガイダンス等） 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 危機管理マニュアル・危機管理規程 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 危機管理マニュアル・危機管理規程 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 千葉大学グローバル人材育成ENGINE 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 千葉大学グローバル人材育成ENGINE 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 千葉大学グローバル人材育成ENGINE 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 国際未来教育基幹 留学支援センター 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 国際未来教育基幹 留学支援センター 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 留学管理システム関係 学務部留学生課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 新型コロナウイルス感染症関係 学務部留学生課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 新型コロナウイルス感染症関係 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 経済的支援管理システム 学務部留学生課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部留学生課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人受託研修員受入（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人受託研修員受入（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人受託研修員受入（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人受託研修員受入（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人来訪者の受入報告（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人来訪者の受入報告（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人来訪者の受入報告（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 特定国派遣研究者（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 特定国派遣研究者（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 特定国派遣研究者（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 特定国派遣研究者（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業 特定国派遣研究者（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 その他の事業（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 その他の事業（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 その他の事業（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 その他の事業（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業 その他の事業（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係29（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係30（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業
日本学術振興会募集関係（国際関係）(平成

29年度)
理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係（国際関係）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 英文概要（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 英文概要（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 英文概要（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 英文概要（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 英文概要（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 国際交流の概要（平成28年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 国際交流の概要（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 国際交流の概要（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 国際交流の概要（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 国際交流の概要（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 国際交流状況調査（平成28年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 国際交流状況調査（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 国際交流状況調査（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 国際交流状況調査（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄
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2021年度 管理運営 調査統計 国際交流状況調査（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 北京オフィス（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 海外拠点センター 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業
五峯ライフサイエンス国際基金（平成29年

度）
学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業
五峯ライフサイエンス国際基金（平成30年

度）
学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業
五峯ライフサイエンス国際基金（平成31年

度）
学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業
五峯ライフサイエンス国際基金（令和2年

度）
学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業
五峯ライフサイエンス国際基金（令和3年

度）
学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業
フィリップ・フランツ・フォン・シーボル

ト賞
学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 日中笹川医学奨学金制度 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 千葉大学国際交流事業（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 千葉大学国際交流事業（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 千葉大学国際交流事業（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 千葉大学国際交流事業（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業 千葉大学国際交流事業（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2013年度 国際交流 国際交流事業 国際交流・研究推進事業（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 全事業期間終了後5年 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2014年度 国際交流 国際交流事業 国際交流・研究推進事業（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 全事業期間終了後5年 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ｉ期（平成29年度）
学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ⅱ期（平成29年度）
学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ⅲ期（平成29年度）
学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ｉ期（平成30年度）
学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ⅱ期（平成30年度）
学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ⅲ期（平成30年度）
学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ｉ期（平成31年度）
学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ⅱ期（平成31年度）
学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ⅲ期（平成31年度）
学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ｉ期
学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ⅱ期
学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ⅲ期
学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ｉ期
学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ⅱ期
学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業
大学院学生等の海外派遣支援プログラム第

Ⅲ期
学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 海外渡航 公用旅券（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 海外渡航 公用旅券（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 海外渡航 公用旅券（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 国際協力機構による派遣（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 国際協力機構による派遣（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 国際協力機構による派遣（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 国際戦略室（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 国際戦略室（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 国際戦略本部 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 グローバル・キャンパス推進基幹 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 グローバル・キャンパス推進基幹 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 グローバル・キャンパス推進基幹 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 グローバル・キャンパス推進基幹 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 交流協定委員会(平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 交流協定委員会(平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 交流協定委員会(平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 交流協定委員会(令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 交流協定委員会(令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1981年度 国際交流 国際交流協定
大学間協定（ゲオルグ・アウグスト大学

ゲェティンゲン）Vol. 1～Vol. 5
総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1983年度 国際交流 国際交流協定
大学間協定（アラバマ学（ダスカル−サ

校）Vol. 1～Vol. 3
総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1984年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（湖南大学）Vol. 1: 2005-2008 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1984年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（湖南大学）Vol. 2: 2009- 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1986年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（ガジャマダ大学） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1994年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（モナシュ大学）Vol. 1 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1994年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（モナシュ大学）Vol. 2 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1993年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（オ−ストラリア国立大学他） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1996年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（ミンダナオ国立大学他） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1996年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（インドネシア大学） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1999年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（シドニ−大学） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1996年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（ライプツィヒ大学） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1999年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（カセサ−ト大学他） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2000年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（チュラロンコ−ン大学他） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄
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2001年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（中国農業大学他） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2002年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（上海交通大学他） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2005年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（バンドン工科大学他） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1993年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（英国・ウォリック大学） 総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2006年度 国際交流 国際交流協定
大学間協定（ウィスコンシン大学ミル

ウォーキー校）
総務部国際交流課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2007年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（モスクワ大学他） 学術国際部国際課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2007年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（スイス連邦工科大学他） 学術国際部国際課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2010年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（安徽医科大学他） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2011年度 国際交流 国際交流協定
大学間協定（シャリテ医科大学ベルリン

他）
学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2011年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（アクデニズ大学他） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2012年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（浙江工商大学他） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2012年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（ローマ大学他） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2013年度 国際交流 国際交流協定
大学間協定（ローマ大学（ラ・サピエン

ツァ）他）
学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2013年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（イリディス工科大学他） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（ドレスデン応用化学大学他） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 国際交流 国際交流協定
大学間協定（カレッジ フォー クリエイティ

ブ スタディーズ他）
学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（国立交通大学他） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（広州美術学院他） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（中央大学他） 学務部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（コンケン大学他） 学務部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（華僑大学他） 学務部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定（華僑大学他） 学務部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1996年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定（中国） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2000年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定（インドネシア） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1990年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定（タイ・韓国） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1996年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定（その他アジア） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1987年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定（北米・中南米） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

1990年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定（欧州・中東・アフリカ） 学術国際部国際企画課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 千葉大学国際共同研究調査（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 千葉大学国際共同研究調査（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 千葉大学国際共同研究調査（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 千葉大学国際共同研究調査（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 千葉大学国際共同研究調査（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 海外渡航 海外渡航報告（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 海外渡航 海外渡航報告（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 海外渡航 海外渡航報告（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者（共同研究者）（平成29年

度）
学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者（共同研究者）（平成30年

度）
学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者（共同研究者）（平成31年

度）
学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人研究者（共同研究者）（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者（共同研究者）（令和2年度）

新型コロナウイルス感染症関連
学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 移管

2021年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者（共同研究者）（令和3年度）

新型コロナウイルス感染症関連
学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 移管

2021年度 管理運営 外国人研究者等の受入
ERFS登録

新型コロナウイルス感染症関連
学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 移管

2017年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人受託研修員受入（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 海外拠点センター 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 海外拠点センター 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 海外拠点センター 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業 海外拠点センター 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 インドネシアオフィス（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 インドネシアオフィス（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 インドネシアオフィス（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 インドネシアオフィス（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業 インドネシアオフィス（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 ベルリンオフィス（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 ベルリンオフィス（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 ベルリンオフィス（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 ベルリンオフィス（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業 ベルリンオフィス（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 ロシアオフィス（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 ロシアオフィス（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 ロシアオフィス（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 ロシアオフィス（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業 ロシアオフィス（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 フィンランドオフィス（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

120



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2018年度 国際交流 国際交流事業 フィンランドオフィス（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 フィンランドオフィス（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 フィンランドオフィス（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業 フィンランドオフィス（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 マヒドンオフィス（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 マヒドンオフィス（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 マヒドンオフィス（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 マヒドンオフィス（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業 マヒドンオフィス（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 モンテレイオフィス（平成29年度） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 モンテレイオフィス（平成30年度） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 モンテレイオフィス（平成31年度） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 モンテレイオフィス（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 出張命令 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 出張命令 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 出張命令 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 出張命令 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 出張命令 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 外国人研究者等の受入 さくらサイエンスプラン（JST) 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 外国人研究者等の受入 さくらサイエンスプラン（JST) 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 外国人研究者等の受入 さくらサイエンスプラン（JST) 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 外国人研究者等の受入 さくらサイエンスプラン（JST) 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 外国人研究者等の受入 さくらサイエンスプラン（JST) 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 外国人研究者等の受入 帰国外国人留学生研究指導事業（JASSO) 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 外国人研究者等の受入 帰国外国人留学生研究指導事業（JASSO) 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 外国人研究者等の受入 帰国外国人留学生研究指導事業（JASSO) 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 外国人研究者等の受入 帰国外国人留学生研究指導事業（JASSO) 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 外国人研究者等の受入 帰国外国人留学生研究指導事業（JASSO) 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 外国人研究者等の受入 帰国外国人留学生短期研究制度（JASSO) 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 外国人研究者等の受入 帰国外国人留学生短期研究制度（JASSO) 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 外国人研究者等の受入 帰国外国人留学生短期研究制度（JASSO) 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 外国人研究者等の受入 帰国外国人留学生短期研究制度（JASSO) 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 外国人研究者等の受入 帰国外国人留学生短期研究制度（JASSO) 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流協定 メブラーナ・プログラム 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流協定 メブラーナ・プログラム 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流協定 メブラーナ・プログラム 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流協定 メブラーナ・プログラム 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流協定 エラスムス・プラス 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流協定 エラスムス・プラス 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流協定 エラスムス・プラス 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流協定 エラスムス・プラス 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流協定 エラスムス・プラス 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 上海事務所（GES委託） 学務部国際企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 上海事務所（GES委託） 学務部国際企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 上海事務所（GES委託） 学務部国際企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 上海事務所（GES委託） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業 上海事務所（GES委託） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
経済社会の発展を牽引するグローバル人材

育成支援経費・支出関係（平成26年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
経済社会の発展を牽引するグローバル人材

育成支援（平成26年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
経済社会の発展を牽引するグローバル人材

育成支援（平成27年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 留学
短期留学プログラム（ＧＧＪ関係）（平成

25年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金
千葉大学大学改革シンポジウム（平成25年

度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
千葉大学大学改革シンポジウム（平成26年

度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金 千葉大学留学フェア関係綴（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金 千葉大学留学フェア関係綴（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金 千葉大学留学フェア関係綴（平成28年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金 ハワイ大学プログラム関係（平成28年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金 Global+関係（平成28年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金 Global+関係（平成29年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金 Global+関係（平成30年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金 Global+関係（平成31年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 JASSO海外留学支援制度（平成29年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄
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2018年度 学務 留学 JASSO海外留学支援制度（平成30年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 JASSO海外留学支援制度（平成31年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 JASSO海外留学支援制度（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 JASSO海外留学支援制度（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金 イベント関係（平成29年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 教育用外部資金
イングリッシュコミュニケーション関係

（平成24年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金
イングリッシュコミュニケーション関係

（平成25年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
イングリッシュコミュニケーション関係

（平成26年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
イングリッシュコミュニケーション関係

（平成27年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
イングリッシュコミュニケーション関係

（平成28年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
イングリッシュコミュニケーション関係

（平成29年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
イングリッシュコミュニケーション関係

（平成30年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
イングリッシュコミュニケーション関係

（平成31年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
イングリッシュコミュニケーション関係

（令和2年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
イングリッシュコミュニケーション関係

（令和3年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
英語カリキュラム策定委員会（平成29年

度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
英語カリキュラム策定委員会（平成30年

度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
海外派遣スタートアップサポート事業学内

公募関係綴（平成26年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
海外派遣スタートアップサポート事業学内

公募関係綴（平成27年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
グローバル・リソーセス会議（平成25年

度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金
グローバルインターンシップ・グローバル

ボランティア関係（平成25年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
グローバルインターンシップ・グローバル

ボランティア関係（平成26年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
グローバルインターンシップ・グローバル

ボランティア関係（平成27年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
グローバルインターンシップ・グローバル

ボランティア関係（平成28年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
グローバルインターンシップ・グローバル

ボランティア関係（平成29年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
グローバルインターンシップ・グローバル

ボランティア関係（平成30年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
グローバルインターンシップ・グローバル

ボランティア関係（平成31年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
グローバルインターンシップ・グローバル

ボランティア関係（令和2年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
グローバルインターンシップ・グローバル

ボランティア関係（令和3年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 教育用外部資金
グローバル人材育成経費・支出関係（平成

24年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金
グローバル人材育成経費・支出関係（平成

25年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2012年度 学務 教育用外部資金
グローバル人材育成推進事業（平成24年

度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金
グローバル人材育成推進事業（平成25年

度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
グローバル人材育成の推進に関する政策評

価に関連した調査（平成28年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 語学力向上WG（平成27年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 語学力向上WG（平成28年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 語学力向上WG（平成29年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金 国際日本学関係（平成25年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金 国際日本学関係（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金 国際日本学関係（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金 国際日本学関係（平成28年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金 国際日本学関係（平成29年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金 国際日本学関係（平成30年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金 国際日本学関係（平成31年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金 国際日本学関係（令和2年度） 学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金 国際日本学関係（令和3年度） 学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金 事務職員向け英語研修関係（平成28年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
スーパーグローバル大学事業推進会議（平

成26年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
スーパーグローバル大学事業推進会議（平

成27年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
スーパーグローバル大学事業推進会議（平

成28年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
スーパーグローバル大学事業推進会議（平

成29年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
スーパーグローバル大学事業推進会議（平

成30年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
スーパーグローバル大学事業推進会議（平

成31年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
スーパーグローバル大学事業推進会議（令

和2年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援（平成26

年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援（平成27

年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援（平成28

年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援（平成29

年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援（平成30

年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援（平成31

年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援（令和2年

度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援（令和3年

度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援経費・支

出関係（平成26年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援経費・支

出関係（平成27年度）
学務部教育企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 教育企画課事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄
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2016年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援経費・支

出関係（平成28年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援経費・支

出関係（平成29年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援経費・支

出関係（平成30年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援経費・支

出関係（平成31年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援経費・支

出関係（令和2年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
スーパーグローバル大学創成支援経費・支

出関係（令和3年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
スキップ・ワイズプログラム教員向け英語研

修に関する綴（平成28年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
スキップワイズ公式HPに関する綴り（移設

及び移設後運営）（平成29年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
スキップワイズ公式HPに関する綴り（平成

30年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
スキップワイズ公式HPに関する綴り（平成

31年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
スキップワイズ公式HPに関する綴り（令和

2年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
スキップワイズ公式HPに関する綴り（令和

3年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
大学院国際実践教育に関する綴り（平成30

年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
大学院国際実践教育に関する綴り（平成31

年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
大学院国際実践教育に関する綴り（令和2年

度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
大学院国際実践教育に関する綴り（令和3年

度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～アジア諸国等

との大学間交流の枠組み強化～（平成28年

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～アジア諸国等

との大学間交流の枠組み強化～（平成29年

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～アジア諸国等

との大学間交流の枠組み強化～（平成30年

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～アジア諸国等

との大学間交流の枠組み強化～（平成31年

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～アジア諸国等

との大学間交流の枠組み強化～（令和2年
学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業・キャンパス・

アジア（CA）事業の推進・支出関係（平成

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業・キャンパス・

アジア（CA）事業の推進・支出関係（平成

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業・キャンパス・

アジア（CA）事業の推進・支出関係（平成

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業・キャンパス・

アジア（CA）事業の推進・支出関係（平成

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業・キャンパス・

アジア（CA）事業の推進・支出関係（令和
学務部国際企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～ロシア、イン

ド等との大学間交流形成支援～（平成29年

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～ロシア、イン

ド等との大学間交流形成支援～（平成30年

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～ロシア、イン

ド等との大学間交流形成支援～（平成31年

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～ロシア、イン

ド等との大学間交流形成支援～（令和2年
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～ロシア、イン

ド等との大学間交流形成支援～（令和3年
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～COIL型教育を

活用した米国等との大学間交流形成支援～

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～COIL型教育を

活用した米国等との大学間交流形成支援～

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～COIL型教育を

活用した米国等との大学間交流形成支援～
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～COIL型教育を

活用した米国等との大学間交流形成支援～
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～COIL型教育を

活用した米国等との大学間交流形成支援～
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～COIL型教育を

活用した米国等との大学間交流形成支援～
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～COIL型教育を

活用した米国等との大学間交流形成支援～
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～アフリカ諸国

との大学間交流形成支援～（令和2年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～アジア高等教

育共同体（仮称）形成促進～（令和3年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
「大学の国際化促進フォーラム」（関西大

学：J-MCP）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金 機能強化促進補助金（平成30年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金 SEEDS基金（平成30年度）
学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～日EU戦略的高

等教育連携支援～（平成31年度）

学務部スーパーグローバル

大学事業推進事務室⾧
未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～日EU戦略的高

等教育連携支援～（令和2年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
大学の世界展開力強化事業～日EU戦略的高

等教育連携支援～（令和3年度）
学務部国際企画課⾧ 未定 全事業完了後5年 未定 紙 事務室 学務部国際企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 文部科学省通知・通達関係（平成29年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 文部科学省通知・通達関係（平成30年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 文部科学省通知・通達関係（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 文部科学省通知・通達関係（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 文部科学省通知・通達関係（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1970年度 施設 施設維持管理 国立学校施設実態調査（平成15年度） 施設部企画課⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 国立学校施設実態調査（平成16年度～） 施設環境部施設企画課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2006年度 施設 施設維持管理
国立大学法人等施設実態報告（平成18年度

～）
施設環境部施設企画課⾧ 未定 常用 未定

電子：共有

サーバー内
事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 予算 概算要求書（施設整備費）（平成25年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 予算 概算要求書（施設整備費）（平成26年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求書（施設整備費）（平成27年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求書（施設整備費）（平成28年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算 概算要求書（施設整備費）（平成29年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求書（施設整備費）（平成30年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求書（施設整備費）（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 概算要求書（施設整備費）（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 概算要求書（施設整備費）（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 概算要求書（施設整備費）（令和4年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

123



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2004年度 施設 施設維持管理 埋蔵文化財届出関係 施設環境部施設企画課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 施設環境部施設企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 施設環境部施設企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2022年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和4年） 施設環境部施設企画課⾧ 2023年1月1日 5年 2027年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2022年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和4年） 施設環境部施設企画課⾧ 2023年1月1日 3年 2025年12月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2004年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成16年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2005年4月1日 25年 2030年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2005年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成17年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2006年4月1日 25年 2031年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2006年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成18年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2007年4月1日 25年 2032年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2007年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成19年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2008年4月1日 25年 2033年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2008年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成20年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2009年4月1日 25年 2034年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2009年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成21年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2010年4月1日 25年 2035年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2010年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成22年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2011年4月1日 25年 2036年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2011年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成23年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2012年4月1日 25年 2037年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2012年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成24年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2013年4月1日 25年 2038年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2013年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成25年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2014年4月1日 25年 2039年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成26年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 25年 2040年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成27年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2016年4月1日 25年 2041年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成28年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2017年4月1日 25年 2042年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成29年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 25年 2043年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成30年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 25年 2044年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 25年 2045年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 25年 2046年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 財務管理 ⾧期借入金関係文書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 25年 2047年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 施設整備費補助金関係文書（平成29年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 施設整備費補助金関係文書（平成30年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 施設整備費補助金関係文書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 施設整備費補助金関係文書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 施設整備費補助金関係文書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト関係（平成29年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト関係（平成30年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト関係（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト関係（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト関係（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 政府調達・入札
支出契約決議書（付属書類含む） （平成

26年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 政府調達・入札
支出契約決議書（付属書類含む） （平成

27年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 政府調達・入札
支出契約決議書（付属書類含む） （平成

28年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 政府調達・入札
支出契約決議書（付属書類含む） （平成

29年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 政府調達・入札
支出契約決議書（付属書類含む） （平成

30年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 政府調達・入札
支出契約決議書（付属書類含む） （平成

31年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 政府調達・入札
支出契約決議書（付属書類含む） （令和2

年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札
支出契約決議書（付属書類含む） （令和2

年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 政府調達・入札
購入振替伝票・資産振替伝票（平成26年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 政府調達・入札
購入振替伝票・資産振替伝票（平成27年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 政府調達・入札
購入振替伝票・資産振替伝票（平成28年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 政府調達・入札
購入振替伝票・資産振替伝票（平成29年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 政府調達・入札
購入振替伝票・資産振替伝票（平成30年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 政府調達・入札
購入振替伝票・資産振替伝票（平成31年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 政府調達・入札 購入振替伝票・資産振替伝票（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 購入振替伝票・資産振替伝票（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 工事請負契約伺（平成26年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 工事請負契約伺（平成27年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 工事請負契約伺（平成28年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 工事請負契約伺（平成29年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 工事請負契約伺（平成30年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 工事請負契約伺（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄
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2020年度 会計 契約 工事請負契約伺（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 工事請負契約伺（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 役務契約伺 （平成26年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 役務契約伺 （平成27年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 役務契約伺 （平成28年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 役務契約伺 （平成29年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 役務契約伺 （平成30年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 役務契約伺 （平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 役務契約伺 （令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 役務契約伺 （令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 政府調達関係（平成26年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 政府調達関係（平成27年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 政府調達関係（平成28年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 政府調達関係（平成29年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 政府調達関係（平成30年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 政府調達関係（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 政府調達関係（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 政府調達関係（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 政府調達・入札
一般（指名）競争参加資格審査申請書

（平成26年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 政府調達・入札
一般（指名）競争参加資格審査申請書

（平成27年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 政府調達・入札
一般（指名）競争参加資格審査申請書

（平成28年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 政府調達・入札
一般（指名）競争参加資格審査申請書

（平成29年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 政府調達・入札
一般（指名）競争参加資格審査申請書

（平成30年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 政府調達・入札
一般（指名）競争参加資格審査申請書

（平成31年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 政府調達・入札
一般（指名）競争参加資格審査申請書

（令和2年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札
一般（指名）競争参加資格審査申請書

（令和3年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 政府調達・入札
入札公告に関する決裁文書 （平成26年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 政府調達・入札
入札公告に関する決裁文書 （平成27年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 政府調達・入札
入札公告に関する決裁文書 （平成28年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 政府調達・入札
入札公告に関する決裁文書 （平成29年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 政府調達・入札
入札公告に関する決裁文書 （平成30年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 政府調達・入札
入札公告に関する決裁文書 （平成31年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 政府調達・入札 入札公告に関する決裁文書 （令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 入札公告に関する決裁文書 （令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 政府調達・入札 入札に関する決裁文書（平成26年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 政府調達・入札 入札に関する決裁文書（平成27年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 政府調達・入札 入札に関する決裁文書（平成28年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 政府調達・入札 入札に関する決裁文書（平成29年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 政府調達・入札 入札に関する決裁文書（平成30年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 政府調達・入札 入札に関する決裁文書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 政府調達・入札 入札に関する決裁文書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 入札に関する決裁文書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 政府調達・入札 入札結果一覧表（平成26年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 政府調達・入札 入札結果一覧表（平成27年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 政府調達・入札 入札結果一覧表（平成28年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 政府調達・入札 入札結果一覧表（平成29年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 政府調達・入札 入札結果一覧表（平成30年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 政府調達・入札 入札結果一覧表（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 政府調達・入札 入札結果一覧表（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 入札結果一覧表（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 会計実地検査工事調書（平成26年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 日誌 業務日誌に関する文書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 日誌 業務日誌に関する文書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 日誌 業務日誌に関する文書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 化学物質に関する文書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 消防関係（事務局）（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 消防関係（事務局）（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理 消防関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（教育） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 消防関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（教育） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理 消防関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（教育） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理 消防関係（平成26年度～） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 消防関係（平成30年度） 工学系事務センター⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（工学） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（工学） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（工学） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（工学） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理 消防用設備等点検報告書（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 消防用設備等点検報告書（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理 消防用設備等点検報告書（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 環境委員会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 施設環境部関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（理学） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 施設環境部関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（理学） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 施設環境部関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（理学） 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1933年度 施設 施設維持管理 工事設計図面・完成図書（昭和8年度～） 施設部建築課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 工事設計図面・完成図書（平成16年度～） 施設環境部施設整備課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 工事設計図面・完成図書（平成16年度～） 施設環境部施設管理課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2010年度 施設 施設維持管理 工事設計図面・完成図書（平成22年度～） 施設環境部建築環境課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出
工事契約にかかる予定価格内訳書 （平成

26年度）
施設環境部建築環境課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出
工事契約にかかる予定価格内訳書 （平成

27年度）
施設環境部建築環境課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出
工事契約にかかる予定価格内訳書 （平成

28年度）
施設環境部建築環境課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出
工事契約にかかる予定価格内訳書 （平成

29年度）
施設環境部建築環境課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出
工事契約にかかる予定価格内訳書 （平成

30年度）
施設環境部建築環境課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出
工事契約にかかる予定価格内訳書 （令和

元年度）
施設環境部建築環境課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

1933年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（昭和8年度～） 施設部建築課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成16年度～） 施設環境部施設整備課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成16年度～） 施設環境部施設管理課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2010年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成22年度～） 施設環境部建築環境課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理
定期点検等及び保守業務報告書（建築）

（令和3年度）
施設環境部建築環境課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 環境ＩＳＯ関係（平成29年度） 施設環境部建築環境課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 環境ＩＳＯ関係（平成30年度） 施設環境部建築環境課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 環境ＩＳＯ関係（令和元年度） 施設環境部建築環境課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 環境報告書関係（平成29年度） 施設環境部建築環境課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 環境報告書関係（平成30年度） 施設環境部建築環境課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 環境報告書関係（令和元年度） 施設環境部建築環境課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部建築環境課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書 （平成

26年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書 （平成

27年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書 （平成

28年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書 （平成

29年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書 （平成

30年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書 （令和1

年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書 （令和2

年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書 （令和3

年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 汚水排除量年間申告書（平成29年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 汚水排除量年間申告書（平成30年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 汚水排除量年間申告書（令和1年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 汚水排除量年間申告書（令和2年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 汚水排除量年間申告書（令和3年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理
公害健康被害補償汚染負荷量賦課金申告書

（平成29年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理
公害健康被害補償汚染負荷量賦課金申告書

（平成30年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理
公害健康被害補償汚染負荷量賦課金申告書

（令和1年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理
公害健康被害補償汚染負荷量賦課金申告書

（令和2年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理
公害健康被害補償汚染負荷量賦課金申告書

（令和3年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理
大気汚染物質排出量総合調査資料 （平成

29年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理
大気汚染物質排出量総合調査資料 （平成

30年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理
大気汚染物質排出量総合調査資料 （令和1

年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理
大気汚染物質排出量総合調査資料 （令和2

年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理
大気汚染物質排出量総合調査資料 （令和3

年度）
施設環境部設備環境課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 特定施設排水測定記録（平成29年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 特定施設排水測定記録（平成30年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 特定施設排水測定記録（令和1年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 特定施設排水測定記録（令和2年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 特定施設排水測定記録（令和3年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成29年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2018年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成30年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（令和1年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（令和2年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（令和3年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全 環境報告書関係（平成29年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄
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2018年度 施設 環境保全 環境報告書関係（平成30年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 環境報告書関係（令和1年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全 環境報告書関係（令和2年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全 環境報告書関係（令和3年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

1933年度 施設 施設維持管理 工事設計図面・完成図書（昭和8年度～） 施設部設備課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 工事設計図面・完成図書（平成16年度～） 施設環境部施設整備課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 工事設計図面・完成図書（平成16年度～） 施設環境部施設管理課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 工事設計図面・完成図書（平成22年度～） 施設環境部設備環境課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

1933年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（昭和8年度～） 施設部設備課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成16年度～） 施設環境部施設整備課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成16年度～） 施設環境部施設管理課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2010年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成22年度） 施設環境部施設管理課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2011年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成23年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2012年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成24年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2013年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成25年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2014年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成26年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2015年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成27年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2016年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成28年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成29年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成30年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（令和1年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（令和2年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（令和3年度） 施設環境部設備環境課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部設備環境課⾧ 廃棄

1991年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1992年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成4年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1993年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成5年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1994年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成6年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1995年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成7年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1996年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成8年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1997年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成9年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1998年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成10年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1999年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成11年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2000年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成12年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2001年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成13年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2002年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成14年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2003年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成15年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成16年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2005年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成17年度） 施設環境部病院分室⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2006年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成18年度） 施設環境部施設管理課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2007年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成19年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2008年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成20年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2009年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成21年度） 施設環境部施設管理課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2010年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成22年度） 施設環境部施設管理課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2011年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成23年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2012年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成24年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2013年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成25年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成26年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成27年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成28年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成29年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成30年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 工事設計図書、完成図書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書（平成26

年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書（平成27

年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書（平成28

年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書（平成29

年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書（平成30

年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書（平成31

年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書（令和2年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
工事契約にかかる予定価格内訳書（令和3年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1991年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1992年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成4年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄
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1993年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成5年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1994年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成6年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1995年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成7年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1996年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成8年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1997年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成9年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1998年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成10年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

1999年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成11年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2000年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成12年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2001年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成13年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2002年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成14年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2003年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成15年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2004年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成16年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2005年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成17年度） 施設環境部病院分室⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2006年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成18年度） 施設環境部施設管理課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2007年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成19年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2008年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成20年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2009年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成21年度） 施設環境部施設管理課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2010年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成22年度） 施設環境部施設管理課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2011年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成23年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2012年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成24年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2013年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成25年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成26年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成27年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成28年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成29年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成30年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 工事関係届出文書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 役務契約に関する仕様書（平成26年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 役務契約に関する仕様書（平成27年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 役務契約に関する仕様書（平成28年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 役務契約に関する仕様書（平成30年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 役務契約に関する仕様書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 役務契約に関する仕様書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 役務契約に関する仕様書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
役務契約にかかる予定価格内訳書（平成26

年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
役務契約にかかる予定価格内訳書（平成27

年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
役務契約にかかる予定価格内訳書（平成28

年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
役務契約にかかる予定価格内訳書（平成30

年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
役務契約にかかる予定価格内訳書（平成31

年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
役務契約にかかる予定価格内訳書（令和2年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
役務契約にかかる予定価格内訳書（令和3年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 電気設備点検結果報告書（平成29年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 電気設備点検結果報告書（平成30年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 電気設備点検結果報告書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 電気設備点検結果報告書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 電気設備点検結果報告書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 防災設備点検結果報告書（平成29年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 防災設備点検結果報告書（平成30年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 防災設備点検結果報告書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 防災設備点検結果報告書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 防災設備点検結果報告書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 昇降機設備点検結果報告書（平成29年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 昇降機設備点検結果報告書（平成30年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 昇降機設備点検結果報告書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 昇降機設備点検結果報告書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 昇降機設備点検結果報告書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 各種設備点検結果報告書（平成29年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 各種設備点検結果報告書（平成30年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 各種設備点検結果報告書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 各種設備点検結果報告書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 各種設備点検結果報告書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全
公害健康被害補償汚染負荷量賦課金申告書

（平成29年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄
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2018年度 施設 環境保全
公害健康被害補償汚染負荷量賦課金申告書

（平成30年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全
公害健康被害補償汚染負荷量賦課金申告書

（平成31年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全
公害健康被害補償汚染負荷量賦課金申告書

（令和2年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全
公害健康被害補償汚染負荷量賦課金申告書

（令和3年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全 特定施設排水測定記録（平成29年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 環境保全 特定施設排水測定記録（平成30年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 特定施設排水測定記録（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全 特定施設排水測定記録（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全 特定施設排水測定記録（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全
大気汚染防止法に基づく煙量・ばい煙濃度

測定報告書（平成29年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 環境保全
大気汚染防止法に基づく煙量・ばい煙濃度

測定報告書（平成30年度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全
大気汚染防止法に基づく煙量・ばい煙濃度

測定報告書（平成31年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全
大気汚染防止法に基づく煙量・ばい煙濃度

測定報告書（令和2年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全
大気汚染防止法に基づく煙量・ばい煙濃度

測定報告書（令和3年度）
施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 ボイラー性能検査報告書（平成29年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 ボイラー性能検査報告書（平成30年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 ボイラー性能検査報告書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 ボイラー性能検査報告書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 ボイラー性能検査報告書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 簡易専用水道検査報告書（平成29年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 簡易専用水道検査報告書（平成30年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 簡易専用水道検査報告書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 簡易専用水道検査報告書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 簡易専用水道検査報告書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理
危険物地下タンク検査報告書（平成29年

度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理
危険物地下タンク検査報告書（平成30年

度）
施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理
危険物地下タンク検査報告書（平成31年

度）
施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 危険物地下タンク検査報告書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 危険物地下タンク検査報告書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 液化酸素保安報告書（平成29年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 液化酸素保安報告書（平成30年度） 施設環境部亥鼻分室⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 液化酸素保安報告書（平成31年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 液化酸素保安報告書（令和2年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 液化酸素保安報告書（令和3年度） 施設環境部施設企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 施設環境部施設企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
法政経学部・法経学部教授会（平成26年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
法政経学部・法経学部教授会（平成27年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
法政経学部・法経学部教授会（平成28年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
社会科学研究院・法政経学部・法経学部教

授会（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
社会科学研究院・法政経学部・法経学部教

授会（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
社会科学研究院・法政経学部・法経学部教

授会（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
社会科学研究院・法政経学部・法経学部教

授会（令和2年度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
社会科学研究院・法政経学部・法経学部教

授会（令和3年度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成4年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成5年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成6年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成7年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成8年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成9年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成10年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成11年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成12年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成13年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成14年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成15年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成16年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成17年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成18年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成19年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成20年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成21年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 社会科学研究科委員会（平成22年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科教授会・運営委員会

（平成18年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科教授会・運営委員会

（平成19年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科教授会・運営委員会

（平成20年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄
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2009年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科教授会・運営委員会

（平成21年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科教授会・運営委員会

（平成22年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科教授会・運営委員会

（平成23年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科教授会・運営委員会

（平成24年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科教授会・運営委員会

（平成25年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科教授会・運営委員会

（平成26年度）
人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科教授会・運営委員会

（平成27年度）
人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科教授会・運営委員会

（平成28年度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
人文公共学府教授会・運営委員会（平成29

年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
人文公共学府教授会・運営委員会（平成30

年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
人文公共学府教授会・運営委員会（平成31

年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
人文公共学府教授会・運営委員会（令和2年

度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
人文公共学府教授会・運営委員会（令和3年

度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議
専門法務研究科設置準備委員会関係（平成

15年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2004年2月1日 30年 2034年1月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
人文社会科学研究科設置準備委員会関係

（平成17年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2005年6月1日 30年 2035年5月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
地域観光教育センター（仮称）設置準備委

員会（平成18年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2006年9月1日 30年 2036年8月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 大学院人文科学研究院設置準備委員会 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 大学院社会科学研究院設置準備委員会 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 大学院人文公共学府設置準備委員会 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
グローバル関係融合研究センター設置準備

委員会
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
グローバル関係融合研究センター会議等関

係
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
グローバル関係融合研究センター会議等関

係
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
グローバル関係融合研究センター会議等関

係
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
グローバル関係融合研究センター会議等関

係
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
グローバル関係融合研究センター会議等関

係
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
人文社会科学系教育研究機構設置準備委員

会
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 組織の設置改廃 社会文化科学研究科設置計画書（平成7年） 文学部・法経学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 点検・評価
法科大学院認証評価（予備評価）（平成18

年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 人文社会科学系教育研究機構会議等関係 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 人文社会科学系教育研究機構会議等関係 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 人文社会科学系教育研究機構会議等関係 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 人文社会科学系教育研究機構会議等関係 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 人文社会科学系教育研究機構会議等関係 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 点検・評価 法科大学院認証評価（平成23年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 点検・評価 法科大学院認証評価（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 広報 社会文化科学研究科要覧（平成7年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1995年8月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 広報 社会文化科学研究科要覧（平成8年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1996年8月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報 社会文化科学研究科要覧（平成9年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1997年8月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報 社会文化科学研究科要覧（平成10年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1998年8月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報 社会文化科学研究科要覧（平成11年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1999年8月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報 社会文化科学研究科要覧（平成12年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2000年10月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 社会文化科学研究科要覧（平成13年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2001年10月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報 社会文化科学研究科要覧（平成15年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2003年10月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成7年度）
文学部・法経学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成8年度）
文学部・法経学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成9年度）
文学部・法経学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成10年度）
文学部・法経学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成11年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成12年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成13年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成14年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成15年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成16年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成17年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成18年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成19年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成20年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成21年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成22年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成23年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成24年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
社会文化科学研究科委員会・運営委員会

（平成25年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
五大学文学部⾧会議

地方国立大学法学系学部連絡会
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
五大学文学部⾧会議

地方国立大学法学系学部連絡会
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2019年度 管理運営 会議
五大学文学部⾧会議

地方国立大学法学系学部連絡会
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
五大学文学部⾧会議

地方国立大学法学系学部連絡会
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
五大学文学部⾧会議

地方国立大学法学系学部連絡会
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 大学院専門法務研究科教育課程連携協議会 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 大学院専門法務研究科教育課程連携協議会 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 大学院専門法務研究科教育課程連携協議会 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 人文社会科学系事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 人文社会科学系事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 人文社会科学系事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） 人社系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内

人社系総務課事務

室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 人社系総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内

人社系総務課事務

室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 人社系総務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内

人社系総務課事務

室
人社系総務課⾧ 廃棄

2022年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和4年） 人社系総務課⾧ 2023年1月1日 5年 2027年12月31日
電子：共有

サーバー内

人社系総務課事務

室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 千葉大学グランドフェロー 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 千葉大学グランドフェロー 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 千葉大学グランドフェロー 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 千葉大学グランドフェロー 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 千葉大学グランドフェロー 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 組織の設置改廃 企画政策課関係 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃 企画政策課関係 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃 企画政策課関係 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃 企画政策課関係 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃 企画政策課関係 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃 企画政策課関係 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃 企画政策課関係 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 組織の設置改廃 企画政策課関係 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 法人運営 学⾧選考関係 文学部・法経学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙 文学部・法経学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 法人運営 学⾧選考 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 学⾧選考 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 埋蔵文化財発掘届等（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 埋蔵文化財発掘届等（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 埋蔵文化財発掘届等（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 埋蔵文化財発掘届等（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 人文科学研究院研究倫理審査委員会関係 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 人文科学研究院研究倫理審査委員会関係 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 人文科学研究院研究倫理審査委員会関係 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 人文科学研究院研究倫理審査委員会関係 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 人文科学研究院研究倫理審査委員会関係 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 社会科学研究院研究倫理審査委員会関係 人社系総務課⾧ 2021年10月1日 5年 2026年9月30日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調査関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調査関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成24年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2016年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止 文学部・法経学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止 文学部・法経学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止 人社系総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1990年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（ウオリック大学） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1990年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ヒューストン大学経商学

部）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ヤゲウオ大学言語学部・哲

学部・歴史学部）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（国立ロシア人文大学） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（A.I.ゲルツェン記念ロシア国

立教育大学附属北方民族大学）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（中国燕山大学外国語学院） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（中国浙江大学光華大学院） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（中国南開大学日本研究院） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（中国浙江工商大学日本文化

研究所）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 国際 国際交流協定
部局間交流協定書（南開大学中国社会史研

究センター）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 国際 国際交流協定
部局間交流協定書（キリスト教人文主義ア

カデミア大学）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 国際 国際交流協定
部局間交流協定書（金剛大学校通称行政学

部）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 国際 国際交流協定
部局間交流協定書（内モンゴル大学民族

学・社会学学院・外国語学院）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定書（フィレンツェ大学） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 国際 国際交流協定
部局間交流協定書（パタン・マルチプル・

キャンパス トリブバン大学）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定書（武漢大学） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定書（華東理工大学） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定書（浙工工商大学） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定書（内モンゴル師範大学） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定書 文学部・法経学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定
部局間交流協定書（スㇽタンザイナルアビ

ディン大学）
人文社会科学系事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定書（ヌーシャテル大学） 人文社会科学系事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者受入申請・報告（平成29年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者受入申請・報告（平成30年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者受入申請・報告（平成31年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人研究者受入申請・報告（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人研究者受入申請・報告（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA
ティーチングアシスタント・リサーチアシ

スタント（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA
ティーチングアシスタント・リサーチアシ

スタント（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
ティーチングアシスタント・リサーチアシ

スタント（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA
ティーチングアシスタント・リサーチアシ

スタント（令和2年度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA
ティーチングアシスタント・リサーチアシ

スタント（令和3年度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 人文社会科学研究科特別研究員 文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 人文社会科学研究科特別研究員 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 人文社会科学研究科特別研究員 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 人文社会科学研究科特別研究員 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 人文社会科学研究科特別研究員 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 人文公共学府特別研究員 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 人文公共学府特別研究員 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 人文公共学府特別研究員 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
人文科学研究院・社会科学研究院特別研究

員
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
人文科学研究院・社会科学研究院特別研究

員
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 日誌 警備業務日誌（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 日誌 警備業務日誌（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 日誌 警備業務日誌（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全 環境ISO関係 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 施設 環境保全 環境ISO関係 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 環境ISO関係 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全 環境ISO関係 人文社会科学系事務⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全 環境ISO関係 人文社会科学系事務⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 国有財産副台帳 文学部・法経学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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1992年度 人事 任免 文学部⾧候補者選挙（平成5年） 文学部・法経学部事務⾧ 1993年3月1日 30年 2023年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 文学部⾧候補者選挙（平成7年） 文学部・法経学部事務⾧ 1995年3月1日 30年 2025年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 文学部⾧候補者選挙（平成11年） 文学部・法経学部事務⾧ 1999年3月1日 30年 2029年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 文学部⾧候補者選挙（平成13年） 文学部・法経学部事務⾧ 2001年3月1日 30年 2031年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 文学部⾧候補者選挙（平成15年） 文学部・法経学部事務⾧ 2003年3月1日 30年 2033年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 文学部⾧候補者選挙（平成17年） 文学部・法経学部事務⾧ 2005年3月1日 30年 2035年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 文学部⾧候補者選挙（平成19年） 文学部・法経学部事務⾧ 2007年3月1日 30年 2037年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 文学部⾧候補者選挙（平成21年） 文学部・法経学部事務⾧ 2009年3月1日 30年 2039年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 文学部⾧候補者選挙（平成23年） 文学部・法経学部事務⾧ 2011年3月1日 30年 2041年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 文学部⾧候補者選挙（平成25年） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年3月1日 30年 2043年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 文学部⾧候補者選挙（平成27年） 人文社会科学系事務⾧ 2015年3月1日 30年 2045年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
大学院人文科学研究院⾧・文学部⾧候補者

選挙（平成29年）
人文社会科学系事務⾧ 2017年3月1日 30年 2047年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
大学院人文科学研究院⾧・文学部⾧候補者

選挙（平成31年）
人文社会科学系事務⾧ 2019年3月1日 30年 2049年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
大学院人文科学研究院⾧・文学部⾧候補者

選挙（令和2年）
人社系総務課⾧ 2021年3月1日 30年 2051年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 法経学部⾧候補者選挙（平成5年） 文学部・法経学部事務⾧ 1993年3月1日 30年 2023年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 法経学部⾧候補者選挙（平成7年） 文学部・法経学部事務⾧ 1995年3月1日 30年 2025年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 法経学部⾧候補者選挙（平成11年） 文学部・法経学部事務⾧ 1999年3月1日 30年 2029年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 法経学部⾧候補者選挙（平成13年） 文学部・法経学部事務⾧ 2001年3月1日 30年 2031年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 法経学部⾧候補者選挙（平成15年） 文学部・法経学部事務⾧ 2003年3月1日 30年 2033年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 法経学部⾧候補者選挙（平成17年） 文学部・法経学部事務⾧ 2005年3月1日 30年 2035年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 法経学部⾧候補者選挙（平成19年） 文学部・法経学部事務⾧ 2007年3月1日 30年 2037年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 法経学部⾧候補者選挙（平成21年） 文学部・法経学部事務⾧ 2009年3月1日 30年 2039年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 法経学部⾧候補者選挙（平成23年） 文学部・法経学部事務⾧ 2011年3月1日 30年 2041年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 法経学部⾧候補者選挙（平成25年） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年3月1日 30年 2043年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 法政経学部⾧候補者選挙（平成27年） 人文社会科学系事務⾧ 2015年3月1日 30年 2045年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
大学院社会科学研究院⾧・法政経学部⾧候

補者選挙（平成29年）
人文社会科学系事務⾧ 2017年3月1日 30年 2047年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
大学院社会科学研究院⾧・法政経学部⾧候

補者選挙（平成31年）
人文社会科学系事務⾧ 2019年3月1日 30年 2049年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
大学院社会科学研究院⾧・法政経学部⾧候

補者選挙（令和2年）
人社系総務課⾧ 2021年3月1日 30年 2051年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 専門法務研究科⾧候補者選挙（平成19年） 文学部・法経学部事務⾧ 2007年3月1日 30年 2037年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 専門法務研究科⾧候補者選挙（平成20年） 文学部・法経学部事務⾧ 2008年3月1日 30年 2038年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 専門法務研究科⾧候補者選挙（平成21年） 文学部・法経学部事務⾧ 2009年3月1日 30年 2039年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 専門法務研究科⾧候補者選挙（平成23年） 文学部・法経学部事務⾧ 2011年3月1日 30年 2041年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 専門法務研究科⾧候補者選挙（平成25年） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年3月1日 30年 2043年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 専門法務研究科⾧候補者選挙（平成27年） 人文社会科学系事務⾧ 2015年3月1日 30年 2045年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 専門法務研究科⾧候補者選挙（平成29年） 人文社会科学系事務⾧ 2017年3月1日 30年 2047年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
専門法務研究科⾧候補者選挙（平成31／令

和元年）
人社系総務課⾧ 2019年3月1日 30年 2049年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 専門法務研究科⾧候補者選挙（令和2年） 人社系総務課⾧ 2020年3月1日 30年 2050年2月28日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免
人文社会科学研究科⾧候補者選挙（平成19

年）
文学部・法経学部事務⾧ 2007年3月1日 30年 2037年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免
人文社会科学研究科⾧候補者選挙（平成21

年）
文学部・法経学部事務⾧ 2009年3月1日 30年 2039年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免
人文社会科学研究科⾧候補者選挙（平成23

年）
文学部・法経学部事務⾧ 2011年3月1日 30年 2041年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免
人文社会科学研究科⾧候補者選挙（平成25

年）
文学部・法経学部事務⾧ 2013年3月1日 30年 2043年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
人文社会科学研究科⾧候補者選挙（平成27

年）
人文社会科学系事務⾧ 2015年3月1日 30年 2045年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免
社会文化科学研究科⾧候補者選挙（平成7

年）
文学部・法経学部事務⾧ 1995年3月1日 30年 2025年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免
社会文化科学研究科⾧候補者選挙（平成9

年）
文学部・法経学部事務⾧ 1997年3月1日 30年 2027年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免
社会文化科学研究科⾧候補者選挙（平成11

年）
文学部・法経学部事務⾧ 1999年3月1日 30年 2029年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免
社会文化科学研究科⾧候補者選挙（平成13

年）
文学部・法経学部事務⾧ 2001年3月1日 30年 2031年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免
社会文化科学研究科⾧候補者選挙（平成15

年）
文学部・法経学部事務⾧ 2003年3月1日 30年 2033年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免
社会文化科学研究科⾧候補者選挙（平成17

年）
文学部・法経学部事務⾧ 2005年3月1日 30年 2035年2月28日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度・非常勤職員等） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度・非常勤職員等） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年度・非常勤職員等） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 人文社会科学系事務⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 人社系総務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1985年度 人事 任免 任免関係（昭和60年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1986年度 人事 任免 任免関係（昭和61年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1987年度 人事 任免 任免関係（昭和62年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1988年度 人事 任免 任免関係（昭和63年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1989年度 人事 任免 任免関係（平成元年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1990年度 人事 任免 任免関係（平成2年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1991年度 人事 任免 任免関係（平成3年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 任免関係（平成4年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄
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1993年度 人事 任免 任免関係（平成5年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 任免関係（平成6年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 任免関係（平成7年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 任免関係（平成8年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 任免関係（平成9年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 任免関係（平成10年度） 文学部・法経学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 任免関係（平成11年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 任免関係（平成12年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 任免関係（平成13年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 任免関係（平成14年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 任免関係（平成15年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 任免関係（平成16年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 任免関係（平成17年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 任免関係（平成18年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 任免関係（平成19年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 任免関係（平成20年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 任免関係（平成21年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 任免関係（平成22年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 任免関係（平成23年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 任免関係（平成24年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 任免関係（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 任免関係（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 任免関係（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 任免関係（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 任免関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 任免関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 任免関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 任免関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 任免関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免
非常勤職員等労働条件通知書（平成25年

度）
文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤職員等人事記録（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免
非常勤講師労働条件通知書等（平成25年

度）
文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
非常勤職員等労働条件通知書（平成26年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤職員等人事記録（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
非常勤講師労働条件通知書等（平成26年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
非常勤職員等労働条件通知書（平成27年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員等人事記録（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
非常勤講師労働条件通知書等（平成27年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
非常勤職員等労働条件通知書（平成28年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員等人事記録（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
非常勤講師労働条件通知書等（平成28年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
非常勤職員等労働条件通知書（平成29年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員等人事記録（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
非常勤講師労働条件通知書等（平成29年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
非常勤職員等労働条件通知書（平成30年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員等人事記録（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
非常勤講師労働条件通知書等（平成30年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員等労働条件通知書（平成31年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員等人事記録（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤講師労働条件通知書等（平成31年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤講師の任免（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤講師の任免（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2020年度 人事 任免 非常勤職員等人事記録（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員等人事記録（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員等労働条件通知書（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員等労働条件通知書（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤講師労働条件通知書等（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤講師労働条件通知書等（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 人事・給与関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 人事・給与関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 人事・給与関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 人事・給与関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 人事・給与関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 俸給 大学院手当関係（平成24年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 俸給 大学院手当関係（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 俸給 大学院手当関係（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 俸給 大学院手当関係（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 大学院手当関係（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給 大学院手当関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 大学院手当関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 大学院手当関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 大学院手当関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 大学院手当関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付（平成10年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付（平成11年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付（平成12年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付（平成13年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付（平成14年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付（平成15年度） 文学部・法経学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 期末手当・勤勉手当（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 期末手当・勤勉手当（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 期末手当・勤勉手当（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 期末手当・勤勉手当（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 期末手当・勤勉手当（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成17年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成18年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成19年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成20年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成21年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成22年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成23年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成24年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位叙勲関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成17年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成18年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成19年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成20年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成21年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成22年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成23年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成24年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2020年度 人事 称号授与 名誉教授関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 名誉教授関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 職員研修関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 職員研修関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 職員研修関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成24年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 教員の業績評価（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 事務職員の人事評価（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 事務職員の人事評価（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 事務職員の人事評価（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 事務職員の人事評価（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 事務職員の人事評価（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障 雇用保険関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 4年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 4年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 4年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 4年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全 環境ISO関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 施設 環境保全 環境ISO関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 環境ISO関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全 環境ISO関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙（平成4年度） 学生部普遍教育室⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙（平成6年度） 学生部普遍教育室⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係（平成14年度） 学生部普遍教育室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係（平成19年度） 学生部普遍教育課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係（平成19年度） 学生部普遍教育課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 法人運営 学⾧選考関係（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 法人運営 学⾧選考関係（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係（平成25年度） 学生部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係（平成25年度） 学生部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 国際教養学部教授会（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 国際教養学部教授会（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 国際教養学部教授会（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 国際教養学部教授会（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
国際学術研究院・国際教養学部教授会（令

和2年度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
国際学術研究院・国際教養学部教授会（令

和3年度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 国際教養学部運営委員会（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 国際教養学部運営委員会（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 国際教養学部運営委員会（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
国際学術研究院・国際教養学部運営委員会

（令和2年度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
国際学術研究院・国際教養学部運営委員会

（令和3年度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年※ 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2018年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年※ 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2019年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（令和元年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年※ 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2020年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年※ 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2021年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年※ 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2016年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止(平成28年度) 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止(平成29年度) 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止(平成30年度) 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2019年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止(令和元年度) 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止(令和2年度) 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止(令和3年度) 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 国際教養学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 国際教養学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 国際教養学部事務⾧ 2019年7月1日 5年 2024年6月30日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 人社系総務課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 人社系総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報保護関係（平

成29年度）
国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報保護関係（平

成30年度）
国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報保護関係（平

成31年度）
国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報保護関係（令

和2年度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報保護関係（令

和3年度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理 防災・危機管理関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 防災・危機管理関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調査関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年7月1日 5年 2024年6月30日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調査関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 学内規程関係（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 学内規程関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 学内規程関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 学内規程関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 学内規程関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 学内規程関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 広報・報道関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 広報・報道関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 広報・報道関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 広報・報道関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 広報・報道関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃 設置計画書 国際教養学部設置準備室 2016年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 人員管理 教員採用等計画変更書（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 人員管理 教員採用等計画変更書（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 人員管理 教員採用等計画変更書（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 人員管理 教員採用等計画変更書（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 学内競争的資金 助成金関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 学内競争的資金 助成金関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成16年度） 学生部普遍教育課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成16年度） 学生部普遍教育課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成17年度） 学生部普遍教育課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成17年度） 学生部普遍教育課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成18年度） 学生部普遍教育課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成18年度） 学生部普遍教育課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成19年度） 学生部普遍教育課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成19年度） 学生部普遍教育課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成20年度） 学生部普遍教育課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成20年度） 学生部普遍教育課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成21年度） 学生部普遍教育課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成21年度） 学生部普遍教育課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成23年度） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄
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2011年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成23年度） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1991年度 管理運営 会議 教授会（平成4年度） 学生部普遍教育室⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 教授会（平成5年度） 学生部普遍教育室⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成16年度） 学生部普遍教育課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成17年度） 学生部普遍教育課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成18年度） 学生部普遍教育課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成19年度） 学生部普遍教育課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成20年度） 学生部普遍教育課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成21年度） 学生部普遍教育課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成23年度） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 普遍教育センター教員会議（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 言語教育センター教員会議（平成18年度） 学生部普遍教育課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 言語教育センター教員会議（平成19年度） 学生部普遍教育課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 言語教育センター教員会議（平成20年度） 学生部普遍教育課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 言語教育センター教員会議（平成21年度） 学生部普遍教育課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 言語教育センター教員会議（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 言語教育センター教員会議（平成23年度） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 言語教育センター教員会議（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 言語教育センター教員会議（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 言語教育センター教員会議（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 言語教育センター教員会議（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価関係（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価関係（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 国際 国際交流協定 交流協定関係 学生部教務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 研究活動関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 研究活動関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 研究活動関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 研究活動関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 研究活動関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 コンプライアンス関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 コンプライアンス関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 コンプライアンス関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 コンプライアンス関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 コンプライアンス関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 研究倫理関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 研究倫理関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 研究倫理関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 研究倫理関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 研究倫理関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 日誌 警備日誌（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 日誌 警備日誌（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 日誌 警備日誌（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 日誌 警備日誌（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 日誌 警備日誌（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全 環境ISO関係 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 施設 環境保全 環境ISO関係 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 環境ISO関係 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全 環境ISO関係 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全 環境ISO関係 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃 学位プログラム関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（平成29年） 国際教養学部事務⾧ 2018年1月1日 5年※（備考欄） 2022年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2017年度 人事 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（平成30年） 国際教養学部事務⾧ 2019年1月1日 5年※ 2023年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基
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2018年度 人事 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（平成31年） 国際教養学部事務⾧ 2020年1月1日 5年※ 2024年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2019年度 人事 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（令和2年） 人社系総務課⾧ 2021年1月1日 5年※ 2025年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間等記録簿（令和3年） 人社系総務課⾧ 2022年1月1日 5年※ 2026年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2016年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年） 国際教養学部事務⾧ 2018年1月1日 5年※ 2022年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年） 国際教養学部事務⾧ 2019年1月1日 5年※ 2023年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年） 国際教養学部事務⾧ 2020年1月1日 5年※ 2024年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2016年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年） 国際教養学部事務⾧ 2018年1月1日 5年※ 2022年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年） 国際教養学部事務⾧ 2019年1月1日 5年※ 2023年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 国際教養学部事務⾧ 2020年1月1日 5年※ 2024年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 人社系総務課⾧ 2021年1月1日 5年※ 2025年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 人社系総務課⾧ 2022年1月1日 5年※ 2026年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2016年度 人事 勤務状況管理 休日振替・代休指定簿（平成29年） 国際教養学部事務⾧ 2018年1月1日 5年※ 2022年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2017年度 人事 勤務状況管理 休日振替・代休指定簿（平成30年） 国際教養学部事務⾧ 2019年1月1日 5年※ 2023年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2018年度 人事 勤務状況管理 休日振替・代休指定簿（平成31年） 国際教養学部事務⾧ 2020年1月1日 5年※ 2024年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2019年度 人事 勤務状況管理 休日振替・代休指定簿（令和2年） 人社系総務課⾧ 2021年1月1日 5年※ 2025年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2020年度 人事 勤務状況管理 休日振替・代休指定簿（令和3年） 人社系総務課⾧ 2022年1月1日 5年※ 2026年12月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

※本学以外の機関から受け入れる外部資金

に係る文書について、標準文書保存期間基

2019年度 人事 勤務状況管理 勤労統計調査（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤労統計調査（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤労統計調査（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（特定雇用職員・非常勤職員） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 職員進退(平成28年度) 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 職員進退(平成29年度) 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 職員進退(平成30年度) 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 職員進退(平成31年度) 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 職員進退(令和2年度) 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 職員進退(令和3年度) 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
非常勤職員・特定雇用教職員関係（平成28

年度）
国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
非常勤職員・特定雇用教職員関係（平成29

年度）
国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
非常勤職員・特定雇用教職員関係（平成30

年度）
国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員・特定雇用教職員関係（平成31

年度）
国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
非常勤職員・特定雇用教職員関係（令和2年

度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
非常勤職員・特定雇用教職員関係（令和3年

度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 人員管理 定員関係（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 人員管理 定員関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 人員管理 定員関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 人員管理 定員関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 人員管理 定員関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 人員管理 定員関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 昇給（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給 昇給（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 昇給（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 昇給（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 昇給（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 昇給（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 期末・勤勉手当（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 期末・勤勉手当（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 期末・勤勉手当（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 期末・勤勉手当（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 期末・勤勉手当（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 社会保障 資格取得・喪失関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障 資格取得・喪失関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 資格取得・喪失関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 資格取得・喪失関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 資格取得・喪失関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2020年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 定期評価（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 定期評価（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 定期評価（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 定期評価（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 定期評価（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 定期評価（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 年俸制の業績評価（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 年俸制の業績評価（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 年俸制の業績評価（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 年俸制の業績評価（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 年俸制の業績評価（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 年俸制の業績評価（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障 雇用保険関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 4年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 4年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 4年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 4年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与 栄典・叙勲関係（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 栄典・叙勲関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 栄典・叙勲関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 栄典・叙勲関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 栄典・叙勲関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 栄典・叙勲関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 研修関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 研修関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 研修関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境 衛生日誌（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境 衛生日誌（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 衛生日誌（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 衛生日誌（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 衛生日誌（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境 職場巡視チェックリスト（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境 職場巡視チェックリスト（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 職場巡視チェックリスト（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 職場巡視チェックリスト（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 職場巡視チェックリスト（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境
勤務状況報告書（裁量労働制）（平成29年

度）
国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境
勤務状況報告書（裁量労働制）（平成30年

度）
国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境
勤務状況報告書（裁量労働制）（平成31年

度）
国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境
勤務状況報告書（裁量労働制）（令和2年

度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境
勤務状況報告書（裁量労働制）（令和3年

度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 保健管理 健康診断 特定業務従事者健康診断（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 保健管理 健康診断 特定業務従事者健康診断（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 特定業務従事者健康診断（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 特定業務従事者健康診断（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 特定業務従事者健康診断（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 特定業務従事者健康診断（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤講師関係（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤講師関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤講師関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤講師関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤講師関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤講師関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 教養部⾧候補者選挙（平成5年度） 学生部普遍教育室⾧ 1993年2月1日 30年 2023年1月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄
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1994年度 人事 任免 外国語センター⾧候補者選挙（平成6年度） 学生部留学生課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 外国語センター⾧候補者選挙（平成8年度） 学生部留学生課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免
外国語センター⾧候補者選挙（平成10年

度）
学生部留学生課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免
外国語センター⾧候補者選挙（平成12年

度）
学生部留学生課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免
外国語センター⾧候補者選挙（平成14年

度）
学生部留学生課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 任免関係（平成16年度） 学生部普遍教育課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 任免関係（平成17年度） 学生部普遍教育課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 任免関係（平成18年度） 学生部普遍教育課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 任免関係（平成19年度） 学生部普遍教育課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 任免関係（平成20年度） 学生部普遍教育課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 任免関係（平成21年度） 学生部普遍教育課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 任免関係（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 任免関係（平成23年度） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 任免関係（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 任免関係（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 任免関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 任免関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成23年度） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成23年度） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与 名誉教授の称号授与等関係（平成22年度） 学生部教務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 特定雇用教職員関係（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 特定雇用教職員関係（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 特定雇用教職員関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 特定雇用教職員関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 人員管理 定員関係（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 人員管理 定員関係（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 人員管理 定員関係（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 人員管理 定員関係（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 人員管理 定員関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 人員管理 定員関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 人員管理 定員関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 人員管理 定員関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書関係（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書関係（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書関係（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書関係（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当 給与所得者申告書関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免
特別語学講師の雇用に関する文書（平成24

年度）
学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免
特別語学講師の雇用に関する文書（平成25

年度）
学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
特別語学講師の雇用に関する文書（平成26

年度）
学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
特別語学講師の雇用に関する文書（平成27

年度）
学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙

人社系総務課（国

際）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画
第二期中期目標・中期計画 23年度計画

（平成23年度）
教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画
第二期中期目標・中期計画 24年度計画

（平成24年度）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画
第二期中期目標・中期計画 25年度計画

（平成25年度）
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画
第二期中期目標・中期計画 26年度計画

（平成26年度）
教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画
第二期中期目標・中期計画 27年度計画

（平成27年度）
教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画 28年度計画

（平成28年度）
教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画 29年度計画

（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画 30年度計画

（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画 31年度計画

（平成31年/令和元年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2020年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画 令和２年度計

画（令和2年度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画 令和３年度計

画（令和3年度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 点検・評価 外部評価（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 点検・評価 外部評価（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成5年度） 教育学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成8年度） 教育学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成9年度） 教育学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成10年度） 教育学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成11年度） 教育学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成12年度） 教育学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成13年度） 教育学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成14年度） 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 2046年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 2047年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 2048年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 千葉大学教育学部要覧（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1991年度 管理運営 会議 教授会（平成4年） 教育学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 教授会（平成5年） 教育学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 教授会（平成6年） 教育学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 教授会（平成7年） 教育学部事務⾧ 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 教授会（平成8年） 教育学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 教授会（平成9年） 教育学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 教授会（平成10年） 教育学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 教授会（平成11年） 教育学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 教授会（平成12年） 教育学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 教授会（平成13年） 教育学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 教授会（平成14年） 教育学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 教授会（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 教授会（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 教授会（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 教授会（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 教授会（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 教授会（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 教授会（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 教授会（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 教授会（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 教授会（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 教授会（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 教授会（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 教授会（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 教授会（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教授会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教授会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教授会（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教授会（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教授会（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1991年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成4年） 教育学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成5年） 教育学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成6年） 教育学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

142



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

1994年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成7年） 教育学部事務⾧ 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成8年） 教育学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成9年） 教育学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成10年） 教育学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成11年） 教育学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成12年） 教育学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成13年） 教育学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成14年） 教育学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 研究科委員会（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 研究科委員会（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1991年度 管理運営 会議 人事教授会（平成4年） 教育学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 人事教授会（平成5年） 教育学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 人事教授会（平成6年） 教育学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 人事教授会（平成7年） 教育学部事務⾧ 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 人事教授会（平成8年） 教育学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 人事教授会（平成9年） 教育学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 人事教授会（平成10年） 教育学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 人事教授会（平成11年） 教育学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 人事教授会（平成12年） 教育学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 人事教授会（平成13年） 教育学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 人事教授会（平成14年） 教育学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 人事教授会（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 人事教授会（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 人事教授会（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 人事教授会（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 人事教授会（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 人事教授会（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 人事教授会（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 人事教授会（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 人事教授会（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 人事教授会（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 人事教授会（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 人事教授会（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 人事教授会（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 人事教授会（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 人事教授会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 人事教授会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 人事教授会（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 人事教授会（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 人事教授会（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1991年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成4年） 教育学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成5年） 教育学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成6年） 教育学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成7年） 教育学部事務⾧ 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成8年） 教育学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成9年） 教育学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成10年） 教育学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄
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1998年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成11年） 教育学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成12年） 教育学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成13年） 教育学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成14年） 教育学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成15年） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成16年） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成17年） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成18年） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成19年） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成20年） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成21年） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成22年） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成23年） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成24年） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成25年） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成26年） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成27年） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成28年） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 連合研究科委員会（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 組織の設置改廃 教育学研究科改組（平成11年） 教育学部事務⾧ 1999年2月1日 30年 2029年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 組織の設置改廃 教育学研究科改組（平成13年） 教育学部事務⾧ 2001年2月1日 30年 2031年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 組織の設置改廃 教育学研究科改組（平成22年） 教育学部事務⾧ 2011年2月1日 30年 2041年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 組織の設置改廃 教育学研究科改組（平成23年） 教育学部事務⾧ 2012年2月1日 30年 2042年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 組織の設置改廃 教育学研究科改組（平成24年） 教育学部事務⾧ 2013年2月1日 30年 2043年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 組織の設置改廃 教育学研究科改組（平成25年） 教育学部事務⾧ 2014年2月1日 30年 2044年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 組織の設置改廃 教育学研究科改組（平成26年） 教育学部事務⾧ 2015年2月1日 30年 2045年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃 教育学研究科改組（平成27年） 教育学部事務⾧ 2016年2月1日 30年 2046年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃 教育学研究科改組（平成28年） 教育学部事務⾧ 2017年2月1日 30年 2047年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃 教育学研究科改組（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年2月1日 30年 2048年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1991年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成4年） 教育学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成5年） 教育学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成6年） 教育学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成7年） 教育学部事務⾧ 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成8年） 教育学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成9年） 教育学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成10年） 教育学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成11年） 教育学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成12年） 教育学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成13年） 教育学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成14年） 教育学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成15年） 教育学部事務⾧ 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成16年） 教育学部事務⾧ 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成17年） 教育学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 人社系総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 電子媒体
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 人社系総務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 電子媒体
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(科学研究

費）（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(助成金・補

助金・受託）（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(教育研究

費）（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(学部・連

合・日帰り・学外研修含む）（平成29年
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(科学研究

費）（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(助成金・補

助金・受託）（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(教育研究

費）（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(学部・連

合・日帰り・学外研修含む）（平成30年
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(科学研究費

（平成31年度・令和1年）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(助成金・補

助金・受託）（平成31年度・令和1年）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(教育研究

費）（平成31年度・令和1年）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿等(学部・連

合・日帰り・学外研修含む）（平成31年
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(科学研究

費）(助成金・補助金・受託）(教育研究費）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張
【国内出張】旅行命令・依頼簿(科学研究

費）(助成金・補助金・受託）(教育研究費）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張
旅行命令・依頼簿（外国出張）（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張
旅行命令・依頼簿（外国出張）（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張
旅行命令・依頼簿（外国出張）

（平成31年/令和元年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 点検・評価
千葉大学教育学部研究・教育活動報告書

（平成9年）
教育学部事務⾧ 1997年7月1日 30年 2027年6月30日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 点検・評価
千葉大学教育学部研究・教育活動報告書

（平成12年）
教育学部事務⾧ 2000年5月1日 30年 2030年4月30日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 点検・評価
千葉大学教育学部自己点検・評価報告書

（平成7年）
教育学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 点検・評価
千葉大学教育学部自己点検・評価報告書

（平成12年）
教育学部事務⾧ 2000年5月1日 30年 2030年4月30日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 点検・評価
千葉大学教育学部自己点検・評価報告書

（平成23年）
教育学部事務⾧ 2011年7月1日 30年 2041年6月30日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 点検・評価
千葉大学教育学部教育・研究活動報告書

（平成23年）
教育学部事務⾧ 2011年7月1日 30年 2041年6月30日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 点検・評価 千葉大学教育学部教育・研究活動報告書 教育学部事務⾧ 2018年9月1日 30年 2048年8月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 点検・評価 千葉大学教育学部外部評価報告書 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 広報
ＣＨＩＢＡ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＦＡ

ＣＵＬＴＹ ＯＦ ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ
教育学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 情報セキュリティ・個人情報（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 法人運営 情報セキュリティ・個人情報（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 改革委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 改革委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 改革委員会（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 改革委員会（令和２年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 改革委員会（令和３年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 点検・評価委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 点検・評価委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 点検・評価委員会（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 点検・評価委員会（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 点検・評価委員会（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 国際交流委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 国際交流委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 国際交流委員会（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 国際交流委員会（令和２年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 国際交流委員会（令和３年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 広報委員会（29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 広報委員会（30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 広報委員会（31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 広報委員会（2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 広報委員会（3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
教員養成開発センター運営委員会（平成29

年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
教員養成開発センター運営委員会（平成30

年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
教員養成開発センター運営委員会（平成31

年/令和元年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
教員養成開発センター運営委員会（令和2年

度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
教員養成開発センター運営委員会（令和2年

度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 図書・紀要委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 会議 図書・紀要委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 図書・紀要委員会（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 図書・紀要委員会（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 図書・紀要委員会（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
生命倫理審査委員会（平成31年/令和元年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会（令和２年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会（令和３年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 情報セキュリティ委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 情報セキュリティ委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
情報セキュリティ委員会（平成31年/令和元

年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 日本教育大学協会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 日本教育大学協会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 日本教育大学協会（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 日本教育大学協会（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 日本教育大学協会（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 日本教職大学院協会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 日本教職大学院協会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
日本教職大学院協会（平成31年/令和元年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 日本教職大学院協会（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 日本教職大学院協会（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
大学院連合学校教育学研究科関係（平成29

年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力
大学院連合学校教育学研究科関係（平成30

年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
大学院連合学校教育学研究科関係（平成31

年/令和元年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力
大学院連合学校教育学研究科関係（令和2年

度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力
大学院連合学校教育学研究科関係（令和3年

度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
東京学芸大学院連合学校教育研究科委員会

議事資料･議事要旨（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力
東京学芸大学院連合学校教育研究科委員会

議事資料･議事要旨（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
東京学芸大学院連合学校教育研究科委員会

議事資料･議事要旨（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力
東京学芸大学院連合学校教育研究科委員会

議事資料･議事要旨（令和2年度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力
東京学芸大学院連合学校教育研究科委員会

議事資料･議事要旨（令和3年度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係 教育学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係 教育学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 法人運営 学⾧選考関係 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 法人運営 学⾧選考関係 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 法人運営 学⾧選考関係 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 法人運営 学⾧選考 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA
TA・RA出勤表（研究・普遍・連合）

（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA
TA・RA出勤表（研究・普遍・連合）

（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
TA・RA出勤表（研究・普遍・連合）（平成

31年/令和元年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA
TA・RA・TF出勤表

（研究・普遍・連合）（令和3年度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA ティーチングアシスタント（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA ティーチングアシスタント（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
ティーチングアシスタント（平成31年/令和

元年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA
ティーチングアシスタント・リサーチアシ

スタント(TA・RA・TF申請書類)（令和2年
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA
ティーチングアシスタント・リサーチアシ

スタント(TA・RA・TF申請書類)（令和3年
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA
ティーチングアシスタント・リサーチアシ

スタント関係（令和2年度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係（平成31/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係（令和２年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係（令和３年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流事業 国際関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流事業 国際関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流事業 国際交流関係（平成31/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流事業 国際交流関係（令和２年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流事業 国際交流関係（令和３年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2019年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境 衛生日誌及び職場巡視チェックリスト 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境 衛生日誌及び職場巡視チェックリスト 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 衛生日誌及び職場巡視チェックリスト 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 衛生日誌及び職場巡視チェックリスト 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 衛生日誌及び職場巡視チェックリスト 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 情報システム等申請書 教育学部事務⾧ 2019年4月1日
無期限

機器廃棄後1年
未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 情報システム等申請書(平成31年度) 教育学部事務⾧ 2020年4月1日
無期限

機器廃棄後1年
未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 情報システム等申請書(令和2年度) 人社系総務課⾧ 2021年4月1日
無期限

機器廃棄後1年
未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 情報システム等申請書(令和3年度) 人社系総務課⾧ 2022年4月1日
無期限

機器廃棄後1年
未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全
産業廃棄物管理票・作業証明書 マニフェ

スト ファイル（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 施設 環境保全
産業廃棄物管理票・作業証明書 マニフェ

スト ファイル（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全
産業廃棄物管理票・作業証明書 マニフェ

スト ファイル（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全
一般廃棄物等部局別収集票・溶解証明書

ファイル（令和2年度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全
一般廃棄物等部局別収集票・溶解証明書

ファイル（令和3年度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
ハラスメント特別対応委員会（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
ハラスメント特別対応委員会（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
ハラスメント特別対応委員会（平成31年/令

和元年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 ハラスメント特別対応委員会（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 ハラスメント特別対応委員会（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 国有財産副台帳 教育学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成5年） 教育学部事務⾧ 1994年2月1日 30年 2024年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成7年） 教育学部事務⾧ 1996年2月1日 30年 2026年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成9年） 教育学部事務⾧ 1998年2月1日 30年 2028年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成11年） 教育学部事務⾧ 2000年2月1日 30年 2030年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成13年） 教育学部事務⾧ 2002年2月1日 30年 2032年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成15年） 教育学部事務⾧ 2004年2月1日 30年 2034年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成16年） 教育学部事務⾧ 2005年2月1日 30年 2035年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成18年） 教育学部事務⾧ 2007年2月1日 30年 2037年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成20年） 教育学部事務⾧ 2009年2月1日 30年 2039年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成22年） 教育学部事務⾧ 2011年2月1日 30年 2041年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年2月1日 30年 2043年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年2月1日 30年 2045年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年2月1日 30年 2047年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年2月1日 30年 2049年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 教育学部⾧候補者選挙（令和2年度） 教育学部事務⾧ 2021年2月1日 30年 2051年1月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 学外研修申請書（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 電子媒体
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（非常勤職員）（平成31年/令和元

年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 電子媒体

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 電子媒体
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 電子媒体
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用職員）（平成31年/令和

元年度）
人社系総務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 電子媒体

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（特定雇用職員）（令和２年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 電子媒体
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（特定雇用職員）（令和３年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 電子媒体
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2019年度 人事 勤務状況管理
出勤簿（非常勤職員等）（平成31年/令和元

年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和２年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和３年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 非常勤講師勤務時間報告書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 非常勤講師勤務時間報告書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
勤務時間報告書・旅費関係（非常勤講師）

（令和2年度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理
勤務時間報告書・旅費関係（非常勤講師）

（令和3年度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（常勤職員）（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 人社系総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 人社系総務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 勤務状況等報告書(平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 勤務状況等報告書(令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 勤務状況等報告書(令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 勤務状況管理 週休日振替簿・代休指定簿 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 週休日振替簿・代休指定簿 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 週休日振替簿・代休指定簿 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 週休日振替簿・代休指定簿 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 週休日振替簿・代休指定簿 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査(令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査(令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 人事異動 学部教員（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 人事異動 学部教員（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 人事異動 学部教員（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 人事異動 学部教員（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 人事異動 学部教員（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
人事異動 学部教員（平成31年/令和元年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 人事異動 学部教員（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 人事異動 学部教員（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 人事異動 附属学校教員（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 人事異動 附属学校教員（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 人事異動 附属学校教員（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 人事異動 附属学校教員（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 人事異動 附属学校教員（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
人事異動 附属学校教員（平成31年/令和元

年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 人事異動 附属学校教員（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 人事異動 附属学校教員（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 人事異動 非常勤講師（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 人事異動 非常勤講師（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 人事異動 非常勤講師（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 人事異動 非常勤講師（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 人事異動 非常勤講師（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤講師（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤講師（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤講師（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤講師（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤講師（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
附属学校非常勤講師（平成31年/令和元年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 附属学校非常勤講師（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 附属学校非常勤講師（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 学校医（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 学校医（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 学校医（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 学校医（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 学校医（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 客員教授（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 客員教授（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 客員教授（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 客員教授（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 客員教授（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 客員教授（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2017年度 人事 任免 客員教授（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 客員教授（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 客員教授（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 客員教授（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 客員教授（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 人事異動（非常勤職員）（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 人事異動（非常勤職員）（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 人事異動（非常勤職員）（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 人事異動（非常勤職員）（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 人事異動（非常勤職員）（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 人事異動（非常勤職員）（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 人事異動（非常勤職員）（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 人事異動（非常勤職員）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 人事異動（非常勤職員）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
人事異動（非常勤職員）（平成31年/令和元

年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 人事異動（非常勤職員）（令和２年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 人事異動（非常勤職員）（令和３年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 特定雇用職員（平成31年/令和元年度） 人社系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 特定雇用職員（令和２年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 特定雇用職員（令和３年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 大学院担当発令関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 大学院担当発令関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当
大学院担当発令関係（平成31年/令和元年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 病気療養報告（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障 雇用保険（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 4年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 4年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 4年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 4年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 社会保障 社会保険（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障 社会保険（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 社会保険（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 社会保険（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 社会保険（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 財形貯蓄 財形関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 財形貯蓄 財形関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 財形貯蓄 財形関係（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 財形貯蓄 財形関係（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 財形貯蓄 財形関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 研修関係（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 研修関係（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 附属学校内地研修員（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 附属学校内地研修員（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 附属学校内地研修員（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 附属学校内地研修員（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 附属学校内地研修員（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与 名誉教授（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与 名誉教授（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与 名誉教授（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与 名誉教授（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 名誉教授（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与 名誉教授（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 名誉教授（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 名誉教授（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 名誉教授（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 名誉教授（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 名誉教授（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 特命教授等（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 特命教授等（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 特命教授等（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 特命教授等（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 特命教授等（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2015年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位・叙勲（令和２年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用 叙位・叙勲（令和３年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

1996年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成8

年度）
教育学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 未定

1997年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成9

年度）
教育学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 未定

1998年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

10年度）
教育学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 未定

1999年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

11年度）
教育学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 未定

2000年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

12年度）
教育学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 未定

2001年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

13年度）
教育学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 未定

2002年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

14年度）
教育学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 未定

2003年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

15年度）
教育学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 未定

2004年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

16年度）
教育学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）書庫
人社系総務課⾧ 未定

2005年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

17年度）
教育学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2006年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

18年度）
教育学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2007年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

19年度）
教育学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2008年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

20年度）
教育学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2009年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

21年度）
教育学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2010年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

22年度）
教育学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2011年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

23年度）
教育学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2012年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

24年度）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2013年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

25年度）
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2014年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

26年度）
教育学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2015年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

27年度）
教育学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2016年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

28年度）
教育学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2017年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2018年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2019年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

31年/令和元年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2020年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（令和2

年度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2021年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（令和3

年度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 未定

2017年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 称号授与
千葉大学グランドフェロー（平成31年/令和

元年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（人

社）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理
建物解放スケジュール（建物使用願）(令和

1年)
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理
建物解放スケジュール（建物使用願）(令和

2年)
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理
建物解放スケジュール（建物使用願）(令和

3年)
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度
防災・危

機管理
防災・危機管理

(コロナ関連)イベント・会議・集会等開催届

(令和2年)
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度
防災・危

機管理
防災・危機管理

(コロナ関連)イベント・会議・集会等開催届

(令和3年)
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 在宅勤務日報報告書(令和3年) 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 在宅勤務日報報告書(令和3年) 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 証明書発行 証明書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 証明書発行 証明書（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 証明書発行 証明書（令和1年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 証明書発行 証明書（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 証明書発行 証明書（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 兼業（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 兼業（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 維持管理 施設関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 維持管理 施設関係（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 維持管理 施設関係(令和1年度) 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 維持管理 施設関係(令和2年度) 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 維持管理 施設関係(令和3年度) 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 施設管理 入館カード登録申請書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 施設管理
入館カード登録申請書（平成31年/令和元年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理 入館カード登録申請書(令和1年度) 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理 入館カード登録申請書(令和2年度) 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理 入館カード登録申請書(令和3年度) 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
コンプライアンス(対策・命免等)（平成30

年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
コンプライアンス(対策・命免等)（平成31

年/令和元年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
コンプライアンス(対策・命免等)（令和1年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
コンプライアンス(対策・命免等)（令和2年

度）
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理
コンプライアンス(対策・命免等)（令和3年

度）
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 維持管理 警備日誌（平成31年/令和元年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 維持管理 警備日誌(令和2年度) 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 維持管理 警備日誌(令和3年度) 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出 タクシーチケット受払簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出
タクシーチケット受払簿（平成31年/令和元

年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出 タクシーチケット受払簿（令和2年度） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出 タクシーチケット受払簿（令和3年度） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 後援名義の使用関係 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年4月1日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 後援名義の使用関係 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年4月1日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 後援名義の使用関係 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年4月1日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年4月1日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年4月1日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年4月1日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年4月1日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出
大学教育再生加速プログラムＡＰ

納品書写し
教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出
大学教育再生加速プログラムＡＰ

納品書写し
教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出
大学教育再生加速プログラムＡＰ

納品書写し
教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出
大学教育再生加速プログラムＡＰ

納品書写し
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出
大学教育再生加速プログラムＡＰ

納品書写し
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出
大学教育再生加速プログラムＡＰ

納品書写し
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出
GSC ASCENTプログラム

納品書写し
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出
GSC ASCENTプログラム

納品書写し
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
大学教育再生加速プログラム

原議書
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
大学教育再生加速プログラム

原議書
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
大学教育再生加速プログラム

原議書
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
GSC ASCENTプログラム

原議書
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
GSC ASCENTプログラム

原議書
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
GSC ASCENTプログラム

国内旅費原議書
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 千葉大学教育GP・AP関係書類 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 謝金関係書類（AP） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 全事業期間終了後5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 謝金関係書類（AP） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 全事業期間終了後5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 謝金関係書類（AP） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 全事業期間終了後5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 謝金関係書類（AP） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 全事業期間終了後5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 謝金関係書類（AP） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 全事業期間終了後5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 謝金関係書類（AP） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 全事業期間終了後5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 謝金関係書類（GSC） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 謝金関係書類（GSC） 人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
アジア・アセアン教育研究センター年次集

会
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
アジア・アセアン教育研究センター年次集

会
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
アジア・アセアン教育研究センター年次集

会
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
アジア・アセアン教育研究センター年次集

会
人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
アジア・アセアン教育研究センター年次集

会
人社系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙

人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 さくらサイエンスプラン 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 さくらサイエンスプラン 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 さくらサイエンスプラン 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 さくらサイエンスプラン 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 ツインクルプログラム（受入） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 ツインクルプログラム（受入） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 ツインクルプログラム（受入） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 ツインクルプログラム（派遣） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 ツインクルプログラム（派遣） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 ツインクルプログラム（派遣） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 ツインクルプログラム（派遣・受入） 人社系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出 物品購入関係書類 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出 物品購入関係書類 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄
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2016年度 会計 支出 物品購入関係書類 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙
人社系総務課（教

育）事務室
人社系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調査関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査関係（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調査関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 就職支援 就職関係（文・法共通）（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 就職支援 就職関係（文・法共通）（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 就職支援 就職関係（文・法共通）（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 就職支援 進路届（文学部）（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 就職支援 進路届（文学部）（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 就職支援 進路届（文学部）（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 就職支援 進路届（法政経学部・法経学部）（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 就職支援 進路届（法政経学部・法経学部）（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 就職支援 進路届（法政経学部・法経学部）（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 厚生関係（文・法共通）（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 厚生関係（文・法共通）（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 厚生関係（文・法共通）（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 学務軽作業関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 学務軽作業関係（令和２年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 学務軽作業関係（令和３年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 大学祭関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 大学祭関係（令和２年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 大学祭関係（令和３年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

1993年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成5年） 文学部・法経学部事務⾧ 1993年10月1日 30年 2023年9月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

1994年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成6年） 文学部・法経学部事務⾧ 1994年10月1日 30年 2024年9月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

1997年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成9年） 文学部・法経学部事務⾧ 1997年10月1日 30年 2027年9月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成11年） 文学部・法経学部事務⾧ 1999年12月1日 30年 2029年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成12年） 文学部・法経学部事務⾧ 2000年12月1日 30年 2030年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成13年） 文学部・法経学部事務⾧ 2001年12月1日 30年 2031年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成14年） 文学部・法経学部事務⾧ 2002年12月1日 30年 2032年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成17年） 文学部・法経学部事務⾧ 2005年12月1日 30年 2035年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成21年） 文学部・法経学部事務⾧ 2010年12月1日 30年 2040年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成22年） 文学部・法経学部事務⾧ 2011年12月1日 30年 2041年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成23年） 文学部・法経学部事務⾧ 2012年12月1日 30年 2042年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成24年） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年12月1日 30年 2043年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成25年） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年12月1日 30年 2044年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成26年） 人文社会科学系事務⾧ 2015年12月1日 30年 2045年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成27年） 人文社会科学系事務⾧ 2016年12月1日 30年 2046年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成28年） 人文社会科学系事務⾧ 2017年12月1日 30年 2047年11月30日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成29年） 人文社会科学系事務⾧ 2018年12月1日 30年 2048年11月30日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成30年） 人文社会科学系事務⾧ 2019年12月1日 30年 2049年11月30日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（平成31年） 人文社会科学系事務⾧ 2020年12月1日 30年 2050年11月30日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（令和2年） 人社系学務課⾧ 2021年12月1日 30年 2051年11月30日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教職課程認定申請関係（令和3年） 人社系学務課⾧ 2022年12月1日 30年 2052年11月30日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 文学部博物館実習関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 文学部博物館実習関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 文学部博物館実習関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 文学部博物館実習関係（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 文学部博物館実習関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（令和2年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 大学入学共通テスト関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 大学入学共通テスト関係（令和4年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和2年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和4年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 文学部一般入試・私費入試関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 文学部一般入試・私費入試関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 文学部一般入試・私費入試関係（令和2年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 文学部一般入試・私費入試関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄
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2021年度 学務 入試 文学部一般入試・私費入試関係（令和4年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
文学部特別入試推薦・社会人・3年次編入学

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
文学部特別入試推薦・社会人・3年次編入学

（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
文学部特別入試推薦・社会人・AO・3年次

編入学（令和2年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
文学部特別選抜学校推薦型・社会人・総合

型・3年次編入学（令和3年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
文学部特別選抜学校推薦型・社会人・総合

型・3年次編入学（令和4年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 特別選抜関係（経済特進・私費外（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 特別選抜関係（ＡО・私費外(平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 特別選抜関係（ＡО・私費外(令和2年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 特別選抜関係（総合型・私費外(令和3年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
特別選抜関係（総合型・私費外(令和4年

度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試 文学部特別入試学生募集要項（平成20年度 人文社会科学系事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試 文学部特別入試学生募集要項（平成22年度 人文社会科学系事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試 文学部特別入試学生募集要項（平成26年度 人文社会科学系事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 入試 文学部特別入試学生募集要項（平成27年度 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試 文学部特別入試学生募集要項（平成28年度 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試 文学部特別入試学生募集要項（平成29年度 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 文学部特別入試学生募集要項（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 文学部特別入試学生募集要項（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 文学部特別入試学生募集要項（令和2年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 文学部特別選抜学生募集要項（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試 法経学部特別入試学生募集要項（平成22年度） 人文社会科学系事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 入試 法経学部特別入試学生募集要項（平成23年度） 人文社会科学系事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 入試 法経学部特別入試学生募集要項（平成24年度） 人文社会科学系事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 入試 法経学部特別入試学生募集要項（平成25年度） 人文社会科学系事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試 法経学部特別入試学生募集要項（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 入試 法政経学部特別入試学生募集要項（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試 法政経学部特別入試学生募集要項（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試 法政経学部特別入試学生募集要項（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 法政経学部特別入試学生募集要項（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 法政経学部特別入試学生募集要項（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 法政経学部特別入試学生募集要項（令和2年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 法政経学部特別入試学生募集要項（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
法政経学部特別入試学生募集要項（令和4年

度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報
文学部進学説明会・出張講義・オープン

キャンパス（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報
文学部進学説明会・出張講義・オープン

キャンパス（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報
文学部進学説明会・出張講義・オープン

キャンパス（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報
文学部進学説明会・出張講義・オープン

キャンパス（令和2年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報
文学部進学説明会・出張講義・オープン

キャンパス（令和3年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 文学部案内・大学案内（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 文学部案内・大学案内（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 文学部案内・大学案内（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 文学部案内・大学案内（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 文学部案内・大学案内（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報
入試広報関係（出張講義・出張説明会・学

部訪問等）（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報
入試広報関係（出張講義・出張説明会・学

部訪問等）（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報
入試広報関係（出張講義・出張説明会・学

部訪問等）（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報
入試広報関係（出張講義・出張説明会・学

部訪問等）（令和２年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報
入試広報関係（出張講義・出張説明会・学

部訪問等）（令和３年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 オープンキャンパス等（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 オープンキャンパス等（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 オープンキャンパス等（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 オープンキャンパス等（令和２年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 オープンキャンパス等（令和３年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 卒業まで 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 卒業まで 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 卒業まで 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 卒業まで 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 卒業まで 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 卒業まで 2028年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 卒業まで 2029年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 卒業まで 2030年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 宣誓書（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 卒業まで 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 宣誓書（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 卒業まで 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄
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2016年度 学務 身分異動 宣誓書（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 卒業まで 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 宣誓書（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 卒業まで 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 宣誓書（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 卒業まで 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 宣誓書（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 卒業まで 2028年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 宣誓書（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 卒業まで 2029年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 宣誓書（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 卒業まで 2030年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 成績送付承諾書（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 卒業まで 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 成績送付承諾書（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 卒業まで 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 成績送付承諾書（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 卒業まで 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 成績送付承諾書（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 卒業まで 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 成績送付承諾書（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 卒業まで 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 成績送付承諾書（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 卒業まで 2028年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 成績送付承諾書（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 卒業まで 2029年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 成績送付承諾書（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 卒業まで 2030年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 日本からの出国届（日本人学生用 文・法共通） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 日本からの出国届（日本人学生用 文・法共通） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 日本からの出国届（日本人学生用 文・法共通） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 日本からの出国届（日本人学生用 文・法共通） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学
日本からの出国届（日本人学生用 文・法

共通）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 授業料等関係（文・法） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 授業料等関係（文・法） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 授業料等関係（文・法） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 授業料等関係（文・法） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 授業料等関係（文・法） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 千葉大学海外派遣留学プログラム(文・法） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 千葉大学海外派遣留学プログラム(文・法） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 千葉大学海外派遣留学プログラム(文・法） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 千葉大学海外派遣留学プログラム(文・法） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 千葉大学海外派遣留学プログラム(文・法） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 身分異動（法） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 身分異動（法） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 身分異動（法） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 身分異動（法） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 身分異動（法） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 身分異動（法） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 身分異動（法） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 身分異動（法） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 身分異動（法） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 身分異動（法） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 文学部 身分異動 文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 文学部 身分異動 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 文学部 身分異動 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 文学部 身分異動 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 文学部 身分異動 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 文学部 身分異動 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 文学部 身分異動 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 文学部 身分異動 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 文学部 身分異動 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 文学部 身分異動 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 転部・転学科関係（平成24年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 転部・転学科関係（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 転部・転学科関係（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 転部・転学科関係（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 転部・転学科関係（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 転部・転コース関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 転部・転コース関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 転部・転コース関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 転部・転コース関係（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 転部・転コース関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 文学部教務関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 文学部教務関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 文学部教務関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 文学部教務関係（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 文学部教務関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄
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2017年度 学務 教育課程・授業 法政経学部教務関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 法政経学部教務関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 法政経学部教務関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 法政経学部教務関係（令和２年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 法政経学部教務関係（令和３年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 海外留学修得単位認定（文・法） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 海外留学修得単位認定（文・法） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 海外留学修得単位認定（文・法） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 海外留学修得単位認定（文・法） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 海外留学修得単位認定（文・法） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 文学部既修得単位認定関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 文学部既修得単位認定関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 文学部既修得単位認定関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 文学部既修得単位認定関係（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 文学部既修得単位認定関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 文学部教務関係（卒業関係）（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 文学部教務関係（卒業関係）（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 文学部教務関係（卒業関係）（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 文学部教務関係（卒業関係）（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 文学部教務関係（卒業関係）（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 法政経学部教務関係（卒業関係）（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 法政経学部教務関係（卒業関係）（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 法政経学部教務関係（卒業関係）（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 法政経学部教務関係（卒業関係）（令和２年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 法政経学部教務関係（卒業関係）（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価  試験関係 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価  試験関係 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価  試験関係 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価  試験関係 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価
成績報告票・科目区分変更・履修登録用紙

等（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価
成績報告票・科目区分変更・履修登録用紙

等（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価
成績報告票・科目区分変更・履修登録用紙

等（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
成績報告票・科目区分変更・履修登録用紙

等（令和2年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価
成績報告票・科目区分変更・履修登録用紙

等（令和3年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教員免許状一括申請関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教員免許状一括申請関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教員免許状一括申請関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 教員免許状一括申請関係（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教員免許状一括申請関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教育実習関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教育実習関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教育実習関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 教育実習関係（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教育実習関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 文学部教務委員会（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 文学部教務委員会（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 文学部教務委員会（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 文学部教務委員会（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 文学部教務委員会（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 文学部入試委員会（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 文学部入試委員会（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 文学部入試委員会（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 文学部入試委員会（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 文学部入試委員会（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 法政経学部教務・入試委員会（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 法政経学部教務・入試委員会（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 法政経学部教務・入試委員会（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 法政経学部教務・入試委員会（令和２年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
法政経学部教務・入試委員会（令和３年

度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 先進科学プログラム（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 先進科学プログラム（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 先進科学プログラム（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 先進科学プログラム（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 先進科学プログラム（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄
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2017年度 管理運営 会議 H29 文学部 留学生委員会 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 文学部学生委員会（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 文学部学生委員会（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 文学部学生委員会（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 文学部学生委員会（令和2年度） 人文社会科学系事務⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 文学部学生委員会（令和3年度） 人文社会科学系事務⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 法政経学部学生委員会（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 法政経学部学生委員会（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 法政経学部学生委員会（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 法政経学部学生委員会（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 法政経学部学生委員会（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 法政経学部広報委員会（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 法政経学部広報委員会（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 法政経学部広報委員会（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 法政経学部広報委員会（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 法政経学部広報委員会（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

1949年度 学務 指導要録 指導要録関係（学芸学部）（昭和24年度） 学芸学部事務⾧ 1950年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

1950年度 学務 指導要録
指導要録関係（文理学部）（昭和25年度～

昭和42年度）
文理学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

1968年度 学務 指導要録
指導要録関係（人文学部）（昭和43年度～

昭和55年度）
人文学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

1981年度 学務 指導要録
指導要録関係（文学部）（昭和56年度～昭

和57年度）
文学部・法経学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

1981年度 学務 指導要録
指導要録関係（法経学部）（昭和56年度～

昭和57年度）
文学部・法経学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

1983年度 学務 指導要録
成績証明書関係（文学部）（昭和58年度～

平成8年度）
文学部・法経学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

1983年度 学務 指導要録
成績証明書関係（法経学部）（昭和58年度

～平成8年度）
文学部・法経学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

1952年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生・修了生台帳関係（学芸学部）（昭

和27年度）
学芸学部事務⾧ 1953年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

1952年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生・修了生台帳関係（文理学部）（昭

和27年度～昭和47年度）
文理学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

1971年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生・修了生台帳関係（人文学部）（昭

和46年度～昭和59年度）
人文学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生・修了生台帳関係（文学部）（昭和

60年3月～）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生・修了生台帳関係（法経学部）（昭

和59年度～平成12年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生・修了生台帳関係（法経学部・法政

経学部）（平成12年3月～平成29年3月）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生・修了生台帳関係（法経学部・法政

経学部）（平成29年9月～）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 未定

2017年度 学務 証明書発行 英文証明書（文学部）（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 証明書発行 英文証明書（文学部）（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 証明書発行 英文証明書（文学部）（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書発行 英文証明書（文学部）（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書発行 英文証明書（文学部）（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 証明書発行
英文証明書（法政学部・法政経学部）（平

成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 証明書発行
英文証明書（法政学部・法政経学部）（平

成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 証明書発行
英文証明書（法政学部・法政経学部）（平

成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書発行
英文証明書（法政学部・法政経学部）（令

和2年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書発行
英文証明書（法政学部・法政経学部）（令

和3年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 証明書発行 特殊証明書 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書発行 特殊証明書 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書発行 特殊証明書 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 証明書発行
和文証明書（文・法共通）①～④（平成29

年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 証明書発行
和文証明書（文・法共通）①～④（平成30

年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 証明書発行
和文証明書（文・法共通）①～⑤（平成31

年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書発行
和文証明書（文・法共通）①～⑦（令和2年

度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書発行
和文証明書（文・法共通）①～④（令和3年

度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 H29 文・法共通 特別聴講学生、科目等履修生 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 H30 文・法共通 特別聴講学生、科目等履修生 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 H31 文・法共通 特別聴講学生、科目等履修生 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 R2 文・法共通 特別聴講学生、科目等履修生 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
R3 文・法共通 特別聴講学生、科目等履

修生
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 H29 研究生（文学部） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 H30 研究生（文学部） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 H31 研究生（文学部） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 R2 研究生（文学部） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 R3 研究生（文学部） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 H29 研究生（法政経学部） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 H30 研究生（法政経学部） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 R1 研究生（法政経学部） 人社系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 R2 研究生（法政経学部） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 R3 研究生（法政経学部） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
H29 研究生（事前審査不可書類）

（文・法共通）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄
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2018年度 学務 身分異動
H30 研究生（事前審査不可書類）

（文・法共通）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
H31 研究生（事前審査不可書類）

（文・法共通）
人社系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
R2 研究生（事前審査不可書類）

（文・法共通）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動  R3 研究生（事前審査不可書類）（文・法共通） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 文・法共通 H29 外国人留学生関係 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 文・法共通 H30 外国人留学生関係 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 文・法共通 H31 外国人留学生関係 人社系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 文・法共通 R2 外国人留学生関係 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 文・法共通 R3 外国人留学生関係 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 H29 国費外国人留学生（文学部） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 H30 国費外国人留学生（文学部） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 H31 国費外国人留学生（文学部） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 R2 国費外国人留学生（文学部） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 R3 国費外国人留学生（文学部） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 H29-H31 国費外国人留学生（法政経学部） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 R2 国費外国人留学生（法政経学部） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 R3 国費外国人留学生（法政経学部） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 H29～ 文学部 J-PAC関係 人文社会科学系事務⾧ 未定 5年 未定 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 H30～ 法政経学部 J-PAC関係 人社系学務課⾧ 2018年4月1日 5年 未定 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 H29 法政経学部 国際交流員会 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 H30 法政経学部 国際交流員会 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 H31 法政経学部  国際交流員会 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 R2 法政経学部  国際交流員会 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 R3 法政経学部  国際交流員会 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 H29 海外留学支援制度（協定派遣・協定受入） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 H30 海外留学支援制度（協定派遣・協定受入） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 R1 海外留学支援制度（協定派遣・協定受入） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 R2～ 海外留学支援制度（協定派遣・協定受入） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 未定 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
法政経学部 学部間交流協定による短期留

学生関係【仁荷大学】
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力
法政経学部 学部間交流協定による短期留

学生関係【仁荷大学】
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
法政経学部 学部間交流協定による短期留

学生関係【仁荷大学】
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力
法政経学部 学部間交流協定による短期留

学生関係【仁荷大学】
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力
法政経学部 学部間交流協定による短期留

学生関係【仁荷大学】
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学生 留学生チューター（文学部） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学生 留学生チューター（文学部） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学生 留学生チューター（文学部） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学生 留学生チューター（文学部） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学生 留学生チューター（文学部） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学生 留学生チューター（法政経学部） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学生 留学生チューター（法政経学部） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学生 留学生チューター（法政経学部） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学生 留学生チューター（法政経学部） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学生 留学生チューター（法政経学部） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 文学部 在留資格認定証明書交付申請書 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 文学部 在留資格認定証明書交付申請書 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 文学部 在留資格認定証明書交付申請書 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 文学部 在留資格認定証明書交付申請書 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 文学部 在留資格認定証明書交付申請書 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 法政経学部 在留資格認定証明書交付申請書 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 法政経学部 在留資格認定証明書交付申請書 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 法政経学部 在留資格認定証明書交付申請書 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 法政経学部 在留資格認定証明書交付申請書 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 法政経学部 在留資格認定証明書交付申請書 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 在留資格確認書類 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 在留資格確認書類 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 在留資格確認書類 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 在留資格確認書類 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 在留資格確認書類 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 日本からの出国届【外国人留学生用 文・法共通】 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 日本からの出国届【外国人留学生用 文・法共通】 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 日本からの出国届【外国人留学生用 文・法共通】 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 日本からの出国届【外国人留学生用 文・法共通】 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 日本からの出国届【外国人留学生用 文・法共通】 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 インターンシップ（文学部・法政経学部） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄
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2018年度 学務 教育課程・授業 インターンシップ（文学部・法政経学部） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 インターンシップ（文学部・法政経学部） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 インターンシップ（文学部・法政経学部） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 インターンシップ（文学部・法政経学部） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 文学部公開講座（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 文学部公開講座（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 文学部公開講座（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 文学部公開講座（令和3年度） 人文社会科学系事務⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫 人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室 人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書発行 証明書関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（国際）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学外会議（教養教育関係）（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学外会議（教養教育関係）（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学外会議（教養教育関係）（令和元年度） 人社系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学外会議（教養教育関係）（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 学外会議（教養教育関係）（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

1996年度 学務 教育課程・授業 千葉大学普遍教育等評価報告書 学生部普遍教育室⾧ 1998年5月1日 30年 2028年4月30日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 広報 教養部のあゆみ 学生部普遍教育室⾧ 1995年5月1日 30年 2025年4月30日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 普遍教育運営部会（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 普遍教育運営部会（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 普遍教育運営部会（平成31年度） 人社系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 普遍教育運営部会（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 普遍教育運営部会（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 大学院共通教育運営部会（令和元年度） 人社系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 大学院共通教育運営部会（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 大学院共通教育運営部会（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成4年度） 学生部普遍教育室⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成5年度） 学生部普遍教育室⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成6年度） 学生部普遍教育室⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成7年度） 学生部普遍教育室⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成8年度） 学生部普遍教育室⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成9年度） 学生部普遍教育室⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成10年度） 学生部普遍教育室⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成11年度） 学生部普遍教育室⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成12年度） 学生部普遍教育室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成13年度） 学生部普遍教育室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成14年度） 学生部普遍教育室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成15年度） 学生部普遍教育室⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成16年度） 学生部普遍教育室⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成17年度） 学生部普遍教育課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成18年度） 学生部普遍教育課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成19年度） 学生部普遍教育課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成20年度） 学生部普遍教育課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成21年度） 学生部普遍教育課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成22年度） 学生部普遍教育課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成23年度） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成25年度） 学務部教務課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 普遍教育等授業計画（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 普遍教育等授業計画（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 普遍教育等授業計画（平成31年度） 人社系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 普遍教育等授業計画（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 普遍教育等授業計画（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 Guidance2017 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 Guidance2018 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 Guidance2019 人社系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 Guidance2020 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 Guidance2021 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 放送大学関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄
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2018年度 学務 教育課程・授業 放送大学関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 放送大学関係（平成31年度） 人社系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 放送大学関係（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 放送大学関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 履修登録・成績報告関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 履修登録・成績報告関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）書庫
人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 履修登録・成績報告関係（平成31年度） 人社系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 履修登録・成績報告関係（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 履修登録・成績報告関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 建物貸出し関係（平成26年度） 学務部教務課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 建物貸出し関係（平成27年度） 学務部教務課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 建物貸出し関係（平成28年度） 国際教養学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 建物貸出し関係（平成29年度） 国際教養学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 建物貸出し関係（平成30年度） 国際教養学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 建物貸出し関係（平成31年度） 国際教養学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 建物貸出し関係（令和2年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙
人社系学務課（国

際）事務室
人社系学務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成16年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成17年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成18年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成19年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成20年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成21年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成22年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成23年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成24年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成25年度） 文学部・法経学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成26年度） 人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成27年度） 人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成28年度） 人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成29年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（令和２年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 専門法務研究科教授会（令和３年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
人文公共学府（博士前期課程）入試関係

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
人文公共学府（博士前期課程）入試関係

（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
人文公共学府（博士前期課程）入試関係

（令和2年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
人文公共学府（博士前期課程）入試関係

（令和3年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
人文公共学府（博士前期課程）入試関係

（令和4年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士前期課程）学生

募集要項（平成18年度）
人文社会科学系事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士前期課程）学生

募集要項（平成19年度）
人文社会科学系事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士前期課程）学生

募集要項（平成20年度）
人文社会科学系事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士前期課程）学生

募集要項（平成21年度）
人文社会科学系事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士前期課程）学生

募集要項（平成22年度）
人文社会科学系事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士前期課程）学生

募集要項（平成23年度）
人文社会科学系事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士前期課程）学生

募集要項（平成24年度）
人文社会科学系事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士前期課程）学生

募集要項（平成25年度）
人文社会科学系事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士前期課程）学生

募集要項（平成26年度）
人文社会科学系事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士前期課程）学生

募集要項（平成27年度）
人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士前期課程）学生

募集要項（平成28年度）
人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試
人文公共学府（博士前期課程）学生募集要

項（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
人文公共学府（博士前期課程）学生募集要

項（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
人文公共学府（博士前期課程）学生募集要

項（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
人文公共学府（博士前期課程）学生募集要

項（令和2年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
人文公共学府（博士前期課程）学生募集要

項（令和3年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
人文公共学府（博士前期課程）学生募集要

項（令和4年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
人文公共学府（博士後期課程）入試関係

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
人文公共学府（博士後期課程）入試関係

（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
人文公共学府（博士後期課程）入試関係

（令和2年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
人文公共学府（博士後期課程）入試関係

（令和3年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
人文公共学府（博士後期課程）入試関係

（令和4年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士後期課程）学生

募集要項（平成18年度）
人文社会科学系事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士後期課程）学生

募集要項（平成19年度）
人文社会科学系事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士後期課程）学生

募集要項（平成20年度）
人文社会科学系事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄
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2008年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士後期課程）学生

募集要項（平成21年度）
人文社会科学系事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士後期課程）学生

募集要項（平成22年度）
人文社会科学系事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士後期課程）学生

募集要項（平成23年度）
人文社会科学系事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士後期課程）学生

募集要項（平成24年度）
人文社会科学系事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士後期課程）学生

募集要項（平成25年度）
人文社会科学系事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士後期課程）学生

募集要項（平成26年度）
人文社会科学系事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士後期課程）学生

募集要項（平成27年度）
人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試
人文社会科学研究科（博士後期課程）学生

募集要項（平成28年度）
人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試
人文公共学府（博士後期課程）学生募集要

項（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
人文公共学府（博士後期課程）学生募集要

項（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
人文公共学府（博士後期課程）学生募集要

項（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
人文公共学府（博士後期課程）学生募集要

項令和2年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
人文公共学府（博士後期課程）学生募集要

項令和3年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
人文公共学府（博士後期課程）学生募集要

項令和4年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 人文公共学府案内 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 人文公共学府案内 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 人文公共学府案内 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 人文公共学府案内 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 人文公共学府案内 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 専門法務研究科入試関係（平成30年度） 人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 専門法務研究科入試関係（平成31年度） 人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 専門法務研究科入試関係（令和2年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 専門法務研究科入試関係（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 専門法務研究科入試関係（令和4年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成16年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2004年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成17年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成18年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成19年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成20年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成21年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成22年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成23年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成24年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成25年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成26年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成27年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成28年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成29年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成30年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
専門法務研究科学生募集要項（平成31年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 専門法務研究科学生募集要項（令和2年度） 人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 専門法務研究科学生募集要項（令和3年度） 人社系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 専門法務研究科学生募集要項（令和4年度） 人社系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生の入学関係
人文公共学府保証書・宣誓書・学生カード

関係（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生の入学関係
人文公共学府保証書・宣誓書・学生カード

関係（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生の入学関係
人文公共学府保証書・宣誓書・学生カード

関係（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生の入学関係
人文公共学府保証書・宣誓書・学生カード

関係（令和２年度）
人文社会科学系事務⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生の入学関係
人文公共学府保証書・宣誓書・学生カード

関係（令和３年度）
人文社会科学系事務⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生の入学関係
専門法務研究科保証書・宣誓書・学生カー

ド関係（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生の入学関係
専門法務研究科保証書・宣誓書・学生カー

ド関係（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生の入学関係
専門法務研究科保証書・宣誓書・学生カー

ド関係（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生の入学関係
専門法務研究科保証書・宣誓書・学生カー

ド関係（令和２年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生の入学関係
専門法務研究科保証書・宣誓書・学生カー

ド関係（令和３年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
人文社会科学研究科身分異動関係（平成26

年度）
人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
人文社会科学研究科身分異動関係（平成27

年度）
人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）書庫人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
人文社会科学研究科身分異動関係（平成28

年度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
人文社会科学研究科・人文公共学府身分異

動関係（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
人文社会科学研究科・人文公共学府身分異

動関係（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
人文社会科学研究科・人文公共学府身分異

動関係（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
人文社会科学研究科・人文公共学府身分異

動関係（令和２年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
人文社会科学研究科・人文公共学府身分異

動関係（令和３年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
専門法務研究科身分異動関係（平成26年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
専門法務研究科身分異動関係（平成27年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
専門法務研究科身分異動関係（平成28年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄
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2017年度 学務 身分異動
専門法務研究科身分異動関係（平成29年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
専門法務研究科身分異動関係（平成30年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
専門法務研究科身分異動関係（平成31年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
専門法務研究科身分異動関係（令和２年

度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
専門法務研究科身分異動関係（令和３年

度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程の編成・授業関係
専門法務研究科授業日程・授業時間割関係

（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程の編成・授業関係
専門法務研究科授業日程・授業時間割関係

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程の編成・授業関係
専門法務研究科授業日程・授業時間割関係

（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程の編成・授業関係
専門法務研究科授業日程・授業時間割関係

（令和２年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程の編成・授業関係
専門法務研究科授業日程・授業時間割関係

（令和３年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程の編成・授業関係
人文公共学府履修案内・シラバス関係（平

成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程の編成・授業関係
人文公共学府履修案内・シラバス関係（平

成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程の編成・授業関係
人文公共学府履修案内・シラバス関係（平

成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程の編成・授業関係
人文公共学府履修案内・シラバス関係（令

和２年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程の編成・授業関係
人文公共学府履修案内・シラバス関係（令

和３年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程の編成・授業関係
専門法務研究科履修案内・シラバス関係

（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程の編成・授業関係
専門法務研究科履修案内・シラバス関係

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程の編成・授業関係
専門法務研究科履修案内・シラバス関係

（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程の編成・授業関係
専門法務研究科履修案内・シラバス関係

（令和２年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程の編成・授業関係
専門法務研究科履修案内・シラバス関係

（令和３年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価
人文社会科学研究科・人文公共学府成績・

単位認定関係（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価
人文社会科学研究科・人文公共学府成績・

単位認定関係（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価
人文社会科学研究科・人文公共学府成績・

単位認定関係（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
人文社会科学研究科・人文公共学府成績・

単位認定関係（令和２年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価
人文社会科学研究科・人文公共学府成績・

単位認定関係（令和３年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価
専門法務研究科既修得単位認定関係（平成

29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価
専門法務研究科既修得単位認定関係（平成

30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価
専門法務研究科既修得単位認定関係（平成

31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
専門法務研究科既修得単位認定関係（令和

２年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価
専門法務研究科既修得単位認定関係（令和

３年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 学位授与関係
人文社会科学研究科学位授与報告関係（平

成28年度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学位授与関係
人文社会科学研究科・人文公共学府学位授

与報告関係（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学位授与関係
人文社会科学研究科・人文公共学府学位授

与報告関係（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学位授与関係
人文社会科学研究科・人文公共学府学位授

与報告関係（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 学位授与関係
人文社会科学研究科学位論文予備審査関係

（平成28年度）
人文社会科学系事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学位授与関係
人文社会科学研究科学位論文予備審査関係

（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学位授与関係
人文社会科学研究科学位論文予備審査関係

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学位授与関係
人文社会科学研究科学位論文予備審査関係

（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学位授与関係
人文社会科学研究科学位論文予備審査関係

（平成２年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学位授与関係
人文社会科学研究科学位論文予備審査関係

（平成３年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価
専門法務研究科修了判定関係（平成29年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価
専門法務研究科修了判定関係（平成30年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価
専門法務研究科修了判定関係（平成31年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
専門法務研究科修了判定関係（令和２年

度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価
専門法務研究科修了判定関係（令和３年

度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

1985年度 学務 指導要録
文学研究科指導要録関係（昭和60年度～平

成10年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）資料室人社系学務課⾧ 未定

1985年度 学務 指導要録
社会科学研究科指導要録関係（昭和60年度

～平成10年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）資料室人社系学務課⾧ 未定

1995年度 学務 指導要録
社会文化科学研究科指導要録関係（平成7年

度～平成10年度）
文学部・法経学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）資料室人社系学務課⾧ 未定

1986年度 学務 学生の卒業、修了関係
文学研究科修了生台帳関係（昭和61年度～

平成20年度）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）資料室人社系学務課⾧ 未定

1986年度 学務 学生の卒業、修了関係
社会科学研究科修了生台帳関係（昭和61年

度～平成22年度）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）資料室人社系学務課⾧ 未定

1997年度 学務 学生の卒業、修了関係
社会文化科学研究科修了生台帳関係（平成9

年度～平成25年度）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）資料室人社系学務課⾧ 未定

2007年度 学務 学生の卒業、修了関係
人文社会科学研究科修了生台帳関係（平成

19年度～）
文学部・法経学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）資料室人社系学務課⾧ 未定

2017年度 学務 学生の卒業、修了関係
人文公共学府修了生台帳関係（博士前期課

程）（平成29年度～）
人文社会科学系事務⾧ 未定 常用 未定 紙 人社系学務課（人社）資料室人社系学務課⾧ 未定

2017年度 学務 証明書関係
人文社会科学研究科・人文公共学府証明書

発行台帳（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 証明書関係
人文社会科学研究科・人文公共学府証明書

発行台帳（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 証明書関係
人文社会科学研究科・人文公共学府証明書

発行台帳（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書関係
人文社会科学研究科・人文公共学府証明書

発行台帳（令和２年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書関係
人文社会科学研究科・人文公共学府証明書

発行台帳（令和３年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 証明書関係
専門法務研究科証明書発行台帳（平成29年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 証明書関係
専門法務研究科証明書発行台帳（平成30年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 証明書関係
専門法務研究科証明書発行台帳（平成31年

度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書関係
専門法務研究科証明書発行台帳（令和２年

度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書関係
専門法務研究科証明書発行台帳（令和３年

度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
科目等履修生・研究生･特別聴講学生関係

（人文公共学府博士前期課程（平成29年
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

161



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2018年度 学務 身分異動
科目等履修生・研究生･特別聴講学生関係

（人文公共学府博士前期課程（平成30年
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
科目等履修生・研究生･特別聴講学生関係

（人文公共学府博士前期課程（平成31年
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
科目等履修生・研究生･特別聴講学生関係

（人文公共学府博士前期課程（令和２年
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
科目等履修生・研究生･特別聴講学生関係

（人文公共学府博士前期課程（令和３年
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定
司法試験受験資格確認

（平成29年度）
人文社会科学系事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定
司法試験受験資格確認

（平成30年度）
人文社会科学系事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定
司法試験受験資格確認

（平成31年度）
人文社会科学系事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定
司法試験受験資格確認

（令和２年度）
人社系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定
司法試験受験資格確認

（令和３年度）
人社系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究協力補助金関係 人文系卓越大学院関係 人文社会科学系事務⾧ 2019年10月2日 完結後5年 未定 紙 人社系学務課（人社）事務室人社系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和２年） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和３年） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 千葉県免許法認定講習（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 千葉県免許法認定講習（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 千葉県免許法認定講習（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 千葉県免許法認定講習（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 千葉県免許法認定講習（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成27年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成28年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成29年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成30年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成31年度）単

位修得証明書
教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（令和２年度）単

位修得証明書
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（令和３年度）単

位修得証明書
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 調査等関係（平成２７年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 調査等関係（平成２８年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調査等関係（平成２９年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査等関係（平成３０年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査等関係（平成３１年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査等関係（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調査等関係（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 提出書類関係（平成３０年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 提出書類関係（平成３１年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 提出書類関係（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 提出書類関係（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士養成施設申請計画書（平成25

年）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士養成施設申請計画書（平成26

年）
教育学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士養成施設変更承認申請書（平成

30年）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士の学則変更に関する届出書（平

成28年）
教育学部事務⾧ 2015年3月1日 30年 2046年2月28日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士の学則変更に関する届出書（平

成29年）
教育学部事務⾧ 2017年5月1日 30年 2047年4月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士の学則変更に関する届出書（平

成30年）
教育学部事務⾧ 2018年5月1日 30年 2048年4月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士の学則変更に関する届出書（平

成31年）
教育学部事務⾧ 2019年5月1日 30年 2049年4月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士の学則変更に関する届出書（令

和２年）
教員養成系学務課⾧ 2020年5月1日 30年 2050年4月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士の学則変更に関する届出書（令

和３年）
教員養成系学務課⾧ 2021年5月1日 30年 2051年4月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成21年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成22年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成23年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成24年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成25年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成26年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計
教員養成学部調査（免許関係）（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計
教員養成学部調査（免許関係）（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
教員養成学部調査（免許関係）（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計
教員養成学部調査（免許関係）（令和2年

度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計
教員養成学部調査（免許関係）（令和3年

度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナ関係 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 抗体検査関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 抗体検査関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 抗体検査関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 抗体検査関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 抗体検査関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2019年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 実施実績なし

2021年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 実施実績なし

2014年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 卒業まで 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 離籍者分廃棄

2015年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 卒業まで 2028年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 離籍者分廃棄

2016年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 卒業まで 2029年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 離籍者分廃棄

2017年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 卒業まで 2030年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 離籍者分廃棄

2018年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 卒業まで 2031年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 卒業まで 2032年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 卒業まで 2033年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 卒業まで 2034年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 留学生関係・在留資格関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 留学生関係・在留資格関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 留学生関係・在留資格関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 留学生関係・在留資格関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 留学生関係・在留資格関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 就職支援 教員就職状況関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 就職支援 教員就職状況関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 就職支援 教員就職状況関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 就職支援 教員就職状況関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 就職支援 教員就職状況関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学生・就職委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学生・就職委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学生・就職委員会（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学生・就職委員会（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 学生・就職委員会（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 施設管理 臨海実習所関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 施設管理 臨海実習所関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理 臨海実習所関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理 臨海実習所関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 実施実績なし

2021年度 管理運営 施設管理 臨海実習所関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 実施実績なし

2017年度 学務 学生支援 厚生関係 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 厚生関係 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 厚生関係 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 厚生関係 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 厚生関係 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
非正規学生関係（特別聴講学生・科目等履

修生・専攻生・研究生・委託研究生）（平
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
非正規学生関係（特別聴講学生・科目等履

修生・専攻生・研究生・委託研究生）（令
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
非正規学生関係（特別聴講学生・科目等履

修生・専攻生・研究生・委託研究生）（令
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成29年度）※学部・大学院 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成31年度）※学部・大学院 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和2年度）※学部・大学院 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和3年度）※学部・大学院 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成30年度）※学部・大学院 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価
保護者への成績通知に関する確認書（平成

29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価
保護者への成績通知に関する確認書（平成

30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価
保護者への成績通知に関する確認書（平成

31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
保護者への成績通知に関する確認書（令和2

年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価
保護者への成績通知に関する確認書（令和3

年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価
成績入力確認表・成績報告票（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価
成績入力確認表・成績報告票（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 成績入力確認表・成績報告票（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 成績入力確認表・成績報告票（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価
成績入力確認表・成績報告票（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
教員養成カリキュラム委員会（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
教員養成カリキュラム委員会（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
教員養成カリキュラム委員会（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員養成カリキュラム委員会（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員養成カリキュラム委員会（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
中学校教員養成課程運営会議（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
中学校教員養成課程運営会議（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教務委員会関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2021年度 管理運営 会議 教務委員会関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教務委員会関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教務委員会関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教務委員会関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 研究科運営委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 研究科運営委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 研究科運営委員会（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 研究科運営委員会（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 研究科運営委員会（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
小学校教員養成課程運営会議（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
小学校教員養成課程運営会議（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（教育学研究科）関係（昭和58

年度～）
教育学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（特殊教育特別専攻科）関係

（平成5年度～）
教育学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1972年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（養護教諭養成所）関係（昭和

47年度～昭和50年度）
教育学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（臨時言語障害教育教員養成課

程）関係（昭和54年度～平成4年度）
教育学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1953年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（教育学部）関係（昭和28年度

～）
教育学部事務⾧ 1954年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

2020年度 学務 教育課程・授業 シラバス（授業案内）関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 シラバス（授業案内）関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 シラバス（授業案内）関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 シラバス（授業案内）関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業
履修案内関係（学生手帳・授業日程・時間

割）（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業
履修案内関係（学生手帳・授業日程・時間

割）（令和3年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
履修案内関係（学生手帳・授業日程・時間

割）（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業
履修案内関係（学生手帳・授業日程・時間

割）（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業
履修案内関係（学生手帳・授業日程・時間

割）（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 介護等体験関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 介護等体験関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 介護等体験関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 介護等体験関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 介護等体験関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1898年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉県師範学校）（明治31年

度～明治36年度）
千葉県師範学校⾧ 1904年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1904年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉県女子師範学校）（明治

37年度～昭和17年度）
千葉県女子師範学校⾧ 1943年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1886年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉県尋常師範学校）（明治

19年度～明治30年度）
千葉県尋常師範学校⾧ 1898/4/1 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1943年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉師範学校）（昭和18年度

～昭和23年度）
千葉師範学校⾧ 1949年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1874年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉師範学校）（明治7年度～

明治9年度）
千葉師範学校⾧ 1877/4/1 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1877年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉女子師範学校・千葉師範

学校女子部）（明治10年度～明治18年度）

千葉女子師範学校⾧・千葉

師範学校女子部⾧
1886/4/1 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1982年度 学務 指導要録
指導要録関係（教育学研究科）（昭和57年

度～平成7年度）
教育学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1950年度 学務 指導要録
指導要録関係（教育学部）（昭和25年度～

平成8年度）
教育学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1993年度 学務 指導要録
指導要録関係（特殊教育特別専攻科）（平

成5年度～平成17年度）
教育学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1971年度 学務 指導要録
指導要録関係（養護教諭養成所）（昭和46

年度～昭和50年度）
教育学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1979年度 学務 指導要録
指導要録関係（臨時言語障害教育教員養成

課程）（昭和54年度～平成4年度）
教育学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

2020年度 学務 資格認定
教員免許状一括申請関係（令和2年度）※学

部・大学院
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定
教員免許状一括申請関係（令和3年度）※学

部・大学院
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定
教員免許状一括申請関係（平成29年度）※

学部・大学院
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定
教員免許状一括申請関係（平成30年度）※

学部・大学院
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定
教員免許状一括申請関係（平成31年度）※

学部・大学院
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
教員免許の課程認定（再課程認定）（平成

10年）
教育学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成12年） 教育学部事務⾧ 2000年10月1日 30年 2030年9月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成14年） 教育学部事務⾧ 2002年10月1日 30年 2032年9月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成15年） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成16年） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成17年） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成18年） 教育学部事務⾧ 2006年6月1日 30年 2036年5月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成19年） 教育学部事務⾧ 2007年6月1日 30年 2037年5月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成22年度適用） 教育学部事務⾧ 2010年3月1日 30年 2040年2月29日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成24年度適用） 教育学部事務⾧ 2012年3月1日 30年 2042年2月28日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成25年度適用） 教育学部事務⾧ 2013年3月1日 30年 2043年2月28日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成26年度適用） 教育学部事務⾧ 2014年3月1日 30年 2044年2月29日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成27年度適用） 教育学部事務⾧ 2015年3月1日 30年 2045年2月28日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成28年度適用） 教育学部事務⾧ 2016年3月1日 30年 2046年2月28日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成29年度適用） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成30年度適用） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成31年度適用） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1993年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成5年） 教育学部事務⾧ 1993年11月1日 30年 2023年10月31日 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2020年度 学務 資格認定
教員免許の課程認定変更届（令和3年度適

用）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教員免許関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教員免許関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（平成10年度） 教育学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（平成13年度） 教育学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1992年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（平成4年度） 教育学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1995年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（平成7年度） 教育学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1989年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（平成元年度） 教育学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1983年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（昭和58年度） 教育学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1986年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（昭和61年度） 教育学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成24年度）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成25年度）
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成26年度）
教育学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成27年度）
教育学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成28年度）
教育学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（令和3年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 教育援助体験関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 教育援助体験関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 教育援助体験関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 卒業判定関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 卒業判定関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 卒業判定関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 卒業判定関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 卒業判定関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 海外留学関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 海外留学関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 海外留学関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 留学関係（海外派遣）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 留学関係（海外派遣）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 留学生関係（受入等）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 留学生関係（受入等）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 留学生関係（受入等）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 留学生関係（受入等）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 留学生関係（受入等）（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1996年度 学務 資格認定 学校図書館司書教諭講習関係（平成8年度） 教育学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1997年度 学務 資格認定 学校図書館司書教諭講習関係（平成9年度） 教育学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成10年

度）
教育学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成11年

度）
教育学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成12年

度）
教育学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成13年

度）
教育学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成14年

度）
教育学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成15年

度）
教育学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成16年

度）
教育学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成17年

度）
教育学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成18年

度）
教育学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成19年

度）
教育学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成20年

度）
教育学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成21年

度）
教育学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成22年

度）
教育学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成23年

度）
教育学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成24年

度）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成25年

度）
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
ＡＯ・広報・入試委員会関係（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
ＡＯ・広報・入試委員会関係（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 広報・入試委員会関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 広報・入試委員会関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 広報・入試委員会関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2017年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
特別選抜関係（AO入学関係）（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
特別選抜関係（AO入学関係）（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
特別選抜関係（AO入学関係）（平成31年

度）
教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
特別選抜関係（総合型選抜関係）（令和2年

度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
特別選抜関係（総合型選抜関係）（令和3年

度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
特別選抜関係（推薦入学関係）（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
特別選抜関係（推薦入学関係）（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 大学院入試実施関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 大学院募集要項関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 大学院入試実施関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 大学院募集要項関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 大学院入試実施関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 大学院募集要項関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 大学院入試実施関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 大学院募集要項関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 大学院募集要項関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1992年度 学務 入試 学生募集要項（平成４年度作成） 教育学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1993年度 学務 入試 学生募集要項（平成５年度作成） 教育学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1994年度 学務 入試 学生募集要項（平成６年度作成） 教育学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1995年度 学務 入試 学生募集要項（平成７年度作成） 教育学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1996年度 学務 入試 学生募集要項（平成８年度作成） 教育学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1997年度 学務 入試 学生募集要項（平成９年度作成） 教育学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 入試 学生募集要項（平成１０年度作成） 教育学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1999年度 学務 入試 学生募集要項（平成１１年度作成） 教育学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 入試 学生募集要項（平成１２年度作成） 教育学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 入試 学生募集要項（平成１３年度作成） 教育学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 入試 学生募集要項（平成１４年度作成） 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 入試 学生募集要項（平成１５年度作成） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 学務 入試 学生募集要項（平成１６年度作成） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 入試 学生募集要項（平成１７年度作成） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 入試 学生募集要項（平成１８年度作成） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試 学生募集要項（平成１９年度作成） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 入試 学生募集要項（平成２０年度作成） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試 学生募集要項（平成２１年度作成） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 入試 学生募集要項（平成２２年度作成） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 入試 学生募集要項（平成２３年度作成） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 入試 学生募集要項（平成２４年度作成） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試 学生募集要項（平成２５年度作成） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 入試 学生募集要項（平成２６年度作成） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試 学生募集要項（平成２７年度作成） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試 学生募集要項（平成２８年度作成） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 学生募集要項（平成２９年度作成） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 学生募集要項（平成３０年度作成） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 学生募集要項（平成３１年度作成） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 学生募集要項（令和2年度作成） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 大学説明会関係・出張講義（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 大学説明会関係・出張講義（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 大学説明会関係・出張講義（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 大学説明会関係・出張講義（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 大学説明会関係・出張講義（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 広報冊子関係 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 広報冊子関係 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 広報冊子関係 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 オープンキャンパス関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 オープンキャンパス関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 オープンキャンパス関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2020年度 学務 入試 オープンキャンパス関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 オープンキャンパス関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 免許状更新講習関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 免許状更新講習関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 免許状更新講習関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 免許状更新講習関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 免許状更新講習関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校給食室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校給食室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校給食室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 附属学校 学校給食関係綴（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校給食室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 附属学校 学校給食関係綴（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校給食室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 児童個票（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 児童個票（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 児童個票（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校経営案（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学校経営案（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 防災計画（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 防災計画（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1967年度 附属学校 学校運営 学校要覧 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 入試運営（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 1年 2022年12月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 判定会議資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 1年 2022年12月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員会議資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員会議議事録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員会議議事録（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教育実習オリ資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教育実習運営資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1967年度 附属学校 学校運営 研究会録・研究紀要 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成14年度） 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2008年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 幼稚園からの指導要録抄本（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 幼稚園からの指導要録抄本（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 幼稚園からの指導要録抄本（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1966年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳 教育学部事務⾧ 1967年3月1日 常用 未定 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

2019年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境調査表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境調査表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境調査表（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 入学願書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 1年 2022年12月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 住民票（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 1年 2022年12月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和3年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和3年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 施設 業務日誌関係 警備報告書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和2年

度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和3年

度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 図書 資料管理 図書目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 図書 資料管理 図書目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 図書 資料管理 図書目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 図書 資料管理 図書目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 図書 資料管理 図書目録（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿（平成

29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿（平成

30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿（平成

31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿（令和2

年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2021年度 附属学校 健康・安全
学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿（令和3

年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理庫（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校理科室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理庫（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校理科室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理庫（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校理科室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理庫（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校理科室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理庫（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校理科室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校経営案（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学校経営案（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 防災計画（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 防災計画（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1967年度 附属学校 学校運営 学校要覧 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 入試運営（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 1年 2022年12月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 判定会議資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 1年 2022年12月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員会議資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員会議議事録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員会議議事録（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教育実習オリ資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教育実習運営資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1967年度 附属学校 学校運営 研究会録・研究紀要 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2019年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成14年度） 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2008年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 幼稚園からの指導要録抄本（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 幼稚園からの指導要録抄本（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 幼稚園からの指導要録抄本（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1966年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳 教育学部事務⾧ 1967年3月1日 常用 未定 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

2019年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境調査表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境調査表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境調査表（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 入学願書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 1年 2022年12月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 住民票（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 1年 2022年12月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2018年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和3年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和3年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 施設 業務日誌関係 警備報告書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和2年

度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和3年

度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 図書 資料管理 図書目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 図書 資料管理 図書目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 図書 資料管理 図書目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 図書 資料管理 図書目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 図書 資料管理 図書目録（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和２年） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 千葉県免許法認定講習（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 千葉県免許法認定講習（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 千葉県免許法認定講習（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 千葉県免許法認定講習（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成27年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成28年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成29年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成30年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成31年度）単

位修得証明書
教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（令和２年度）単

位修得証明書
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 調査等関係（平成２７年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2016年度 管理運営 調査統計 調査等関係（平成２８年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調査等関係（平成２９年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査等関係（平成３０年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査等関係（平成３１年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査等関係（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 提出書類関係（平成３０年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 提出書類関係（平成３１年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 提出書類関係（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士養成施設申請計画書（平成25

年）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士養成施設申請計画書（平成26

年）
教育学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士養成施設変更承認申請書（平成

30年）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士の学則変更に関する届出書（平

成28年）
教育学部事務⾧ 2015年3月1日 30年 2046年2月28日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士の学則変更に関する届出書（平

成29年）
教育学部事務⾧ 2017年5月1日 30年 2047年4月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士の学則変更に関する届出書（平

成30年）
教育学部事務⾧ 2018年5月1日 30年 2048年4月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士の学則変更に関する届出書（平

成31年）
教育学部事務⾧ 2019年5月1日 30年 2049年4月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃
指定保育士の学則変更に関する届出書（令

和２年）
教員養成系学務課⾧ 2020年5月1日 30年 2050年4月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成21年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成22年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成23年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成24年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成25年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 連携・協力
千葉大学免許法認定講習（平成26年度）単

位修得証明書
教育学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計
教員養成学部調査（免許関係）（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計
教員養成学部調査（免許関係）（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
教員養成学部調査（免許関係）（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計
教員養成学部調査（免許関係）（令和2年

度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 抗体検査関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 抗体検査関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 抗体検査関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 抗体検査関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 実施実績なし

2014年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 卒業まで 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 離籍者分廃棄

2015年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 卒業まで 2028年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 離籍者分廃棄

2016年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 卒業まで 2029年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 離籍者分廃棄

2017年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 卒業まで 2030年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 卒業まで 2031年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 卒業まで 2032年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 宣誓書・学生カード関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 卒業まで 2033年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 留学生関係・在留資格関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 留学生関係・在留資格関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 留学生関係・在留資格関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 留学生関係・在留資格関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 就職支援 教員就職状況関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 就職支援 教員就職状況関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 就職支援 教員就職状況関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 就職支援 教員就職状況関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学生・就職委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学生・就職委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学生・就職委員会（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学生・就職委員会（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 施設管理 臨海実習所関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 施設管理 臨海実習所関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理 臨海実習所関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理 臨海実習所関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄 実施実績なし

2017年度 学務 学生支援 厚生関係 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 厚生関係 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 厚生関係 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 厚生関係 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
非正規学生関係（特別聴講学生・科目等履

修生・専攻生・研究生・委託研究生）（平
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
非正規学生関係（特別聴講学生・科目等履

修生・専攻生・研究生・委託研究生）（令
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2018年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成29年度）※学部・大学院 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成31年度）※学部・大学院 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和2年度）※学部・大学院 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成30年度）※学部・大学院 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価
保護者への成績通知に関する確認書（平成

29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価
保護者への成績通知に関する確認書（平成

30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価
保護者への成績通知に関する確認書（平成

31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
保護者への成績通知に関する確認書（令和2

年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価
成績入力確認表・成績報告票（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価
成績入力確認表・成績報告票（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 成績入力確認表・成績報告票（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価
成績入力確認表・成績報告票（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
教員養成カリキュラム委員会（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
教員養成カリキュラム委員会（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
教員養成カリキュラム委員会（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員養成カリキュラム委員会（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
中学校教員養成課程運営会議（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
中学校教員養成課程運営会議（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教務委員会関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教務委員会関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教務委員会関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教務委員会関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 研究科運営委員会（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 研究科運営委員会（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 研究科運営委員会（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 研究科運営委員会（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
小学校教員養成課程運営会議（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
小学校教員養成課程運営会議（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（教育学研究科）関係（昭和58

年度～）
教育学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（特殊教育特別専攻科）関係

（平成5年度～）
教育学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1972年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（養護教諭養成所）関係（昭和

47年度～昭和50年度）
教育学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（臨時言語障害教育教員養成課

程）関係（昭和54年度～平成4年度）
教育学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1953年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（教育学部）関係（昭和28年度

～）
教育学部事務⾧ 1954年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

2020年度 学務 教育課程・授業 シラバス（授業案内）関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 シラバス（授業案内）関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 シラバス（授業案内）関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 シラバス（授業案内）関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内
教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業
履修案内関係（学生手帳・授業日程・時間

割）（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
履修案内関係（学生手帳・授業日程・時間

割）（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業
履修案内関係（学生手帳・授業日程・時間

割）（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業
履修案内関係（学生手帳・授業日程・時間

割）（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 介護等体験関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 介護等体験関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 介護等体験関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 介護等体験関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1898年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉県師範学校）（明治31年

度～明治36年度）
千葉県師範学校⾧ 1904年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1904年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉県女子師範学校）（明治

37年度～昭和17年度）
千葉県女子師範学校⾧ 1943年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1886年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉県尋常師範学校）（明治

19年度～明治30年度）
千葉県尋常師範学校⾧ 1898/4/1 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1943年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉師範学校）（昭和18年度

～昭和23年度）
千葉師範学校⾧ 1949年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1874年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉師範学校）（明治7年度～

明治9年度）
千葉師範学校⾧ 1877/4/1 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1877年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉女子師範学校・千葉師範

学校女子部）（明治10年度～明治18年度）

千葉女子師範学校⾧・千葉

師範学校女子部⾧
1886/4/1 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1982年度 学務 指導要録
指導要録関係（教育学研究科）（昭和57年

度～平成7年度）
教育学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1950年度 学務 指導要録
指導要録関係（教育学部）（昭和25年度～

平成8年度）
教育学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1993年度 学務 指導要録
指導要録関係（特殊教育特別専攻科）（平

成5年度～平成17年度）
教育学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1971年度 学務 指導要録
指導要録関係（養護教諭養成所）（昭和46

年度～昭和50年度）
教育学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

1979年度 学務 指導要録
指導要録関係（臨時言語障害教育教員養成

課程）（昭和54年度～平成4年度）
教育学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 未定

2020年度 学務 資格認定
教員免許状一括申請関係（令和2年度）※学

部・大学院
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定
教員免許状一括申請関係（平成29年度）※

学部・大学院
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定
教員免許状一括申請関係（平成30年度）※

学部・大学院
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定
教員免許状一括申請関係（平成31年度）※

学部・大学院
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
教員免許の課程認定（再課程認定）（平成

10年）
教育学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成12年） 教育学部事務⾧ 2000年10月1日 30年 2030年9月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成14年） 教育学部事務⾧ 2002年10月1日 30年 2032年9月30日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2003年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成15年） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成16年） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成17年） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成18年） 教育学部事務⾧ 2006年6月1日 30年 2036年5月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成19年） 教育学部事務⾧ 2007年6月1日 30年 2037年5月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成22年度適用） 教育学部事務⾧ 2010年3月1日 30年 2040年2月29日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成24年度適用） 教育学部事務⾧ 2012年3月1日 30年 2042年2月28日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成25年度適用） 教育学部事務⾧ 2013年3月1日 30年 2043年2月28日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成26年度適用） 教育学部事務⾧ 2014年3月1日 30年 2044年2月29日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成27年度適用） 教育学部事務⾧ 2015年3月1日 30年 2045年2月28日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成28年度適用） 教育学部事務⾧ 2016年3月1日 30年 2046年2月28日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成29年度適用） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成30年度適用） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成31年度適用） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1993年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成5年） 教育学部事務⾧ 1993年11月1日 30年 2023年10月31日 紙 教員養成系学務課書庫教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定
教員免許の課程認定変更届（令和3年度適

用）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教員免許関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教員免許関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（平成10年度） 教育学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（平成13年度） 教育学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1992年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（平成4年度） 教育学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1995年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（平成7年度） 教育学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1989年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（平成元年度） 教育学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1983年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（昭和58年度） 教育学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1986年度 学務 資格認定 社会教育主事講習関係（昭和61年度） 教育学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成24年度）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成25年度）
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成26年度）
教育学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成27年度）
教育学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成28年度）
教育学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 教育援助体験関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 教育援助体験関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 教育援助体験関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 卒業判定関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 卒業判定関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 卒業判定関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 卒業判定関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 海外留学関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 海外留学関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 留学関係（海外派遣）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 留学関係（海外派遣）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 留学生関係（受入等）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 留学生関係（受入等）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 留学生関係（受入等）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 留学生関係（受入等）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1996年度 学務 資格認定 学校図書館司書教諭講習関係（平成8年度） 教育学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1997年度 学務 資格認定 学校図書館司書教諭講習関係（平成9年度） 教育学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成10年

度）
教育学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成11年

度）
教育学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成12年

度）
教育学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成13年

度）
教育学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成14年

度）
教育学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成15年

度）
教育学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成16年

度）
教育学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成17年

度）
教育学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成18年

度）
教育学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成19年

度）
教育学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2008年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成20年

度）
教育学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成21年

度）
教育学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成22年

度）
教育学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成23年

度）
教育学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成24年

度）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 資格認定
学校図書館司書教諭講習関係（平成25年

度）
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
ＡＯ・広報・入試委員会関係（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
ＡＯ・広報・入試委員会関係（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 広報・入試委員会関係（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 広報・入試委員会関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
特別選抜関係（AO入学関係）（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
特別選抜関係（AO入学関係）（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
特別選抜関係（AO入学関係）（平成31年

度）
教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
特別選抜関係（総合型選抜関係）（令和2年

度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
特別選抜関係（推薦入学関係）（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
特別選抜関係（推薦入学関係）（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 大学院入試実施関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 大学院募集要項関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 大学院入試実施関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 大学院募集要項関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 大学院入試実施関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 大学院募集要項関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 大学院入試実施関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 大学院募集要項関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1992年度 学務 入試 学生募集要項（平成４年度作成） 教育学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1993年度 学務 入試 学生募集要項（平成５年度作成） 教育学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1994年度 学務 入試 学生募集要項（平成６年度作成） 教育学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1995年度 学務 入試 学生募集要項（平成７年度作成） 教育学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1996年度 学務 入試 学生募集要項（平成８年度作成） 教育学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1997年度 学務 入試 学生募集要項（平成９年度作成） 教育学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 入試 学生募集要項（平成１０年度作成） 教育学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

1999年度 学務 入試 学生募集要項（平成１１年度作成） 教育学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 入試 学生募集要項（平成１２年度作成） 教育学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 入試 学生募集要項（平成１３年度作成） 教育学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 入試 学生募集要項（平成１４年度作成） 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 入試 学生募集要項（平成１５年度作成） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 学務 入試 学生募集要項（平成１６年度作成） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 入試 学生募集要項（平成１７年度作成） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 入試 学生募集要項（平成１８年度作成） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試 学生募集要項（平成１９年度作成） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 入試 学生募集要項（平成２０年度作成） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試 学生募集要項（平成２１年度作成） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 入試 学生募集要項（平成２２年度作成） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 入試 学生募集要項（平成２３年度作成） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 入試 学生募集要項（平成２４年度作成） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試 学生募集要項（平成２５年度作成） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 入試 学生募集要項（平成２６年度作成） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試 学生募集要項（平成２７年度作成） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試 学生募集要項（平成２８年度作成） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 学生募集要項（平成２９年度作成） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 学生募集要項（平成３０年度作成） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 学生募集要項（平成３１年度作成） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 大学説明会関係・出張講義（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 大学説明会関係・出張講義（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 大学説明会関係・出張講義（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 大学説明会関係・出張講義（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 広報冊子関係 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2020年度 学務 入試広報 広報冊子関係 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 オープンキャンパス関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 オープンキャンパス関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 オープンキャンパス関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 オープンキャンパス関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 免許状更新講習関係（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 免許状更新講習関係（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 免許状更新講習関係（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 免許状更新講習関係（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 教員養成系学務課事務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校給食室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校給食室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校給食室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校給食室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 児童個票（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 児童個票（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校経営案（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 防災計画（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1967年度 附属学校 学校運営 学校要覧 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員会議議事録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1967年度 附属学校 学校運営 研究会録・研究紀要 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

177



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2020年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成14年度） 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2008年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 幼稚園からの指導要録抄本（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 幼稚園からの指導要録抄本（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1966年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳 教育学部事務⾧ 1967年3月1日 常用 未定 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

2019年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境調査表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境調査表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和2年

度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 図書 資料管理 図書目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 図書 資料管理 図書目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 図書 資料管理 図書目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 図書 資料管理 図書目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿（平成

29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿（平成

30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿（平成

31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿（令和2

年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理庫（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校理科室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理庫（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校理科室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理庫（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校理科室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理庫（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校理科室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教官室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校経営案（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 学校事故報告書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 附属小安全規程（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 防災計画（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 防災計画（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1967年度 附属学校 学校運営 学校要覧 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学級担任・専科一覧（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 年間行事予定表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2017年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議議事録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員会議議事録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1967年度 附属学校 学校運営 研究会録・研究紀要 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 研究会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成14年度） 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2008年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 幼稚園からの指導要録抄本（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 幼稚園からの指導要録抄本（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1966年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳 教育学部事務⾧ 1967年3月1日 常用 未定 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

2019年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境調査表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境調査表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 誓約書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2019年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和2年

度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 研修承認書・研修報告書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教科用図書配当表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 図書 資料管理 図書目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 図書 資料管理 図書目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 図書 資料管理 図書目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 図書 資料管理 図書目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学級担任・教科担任一覧（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学級担任・教科担任一覧（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学級担任・教科担任一覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学級担任・教科担任一覧（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学級担任・教科担任一覧（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 時間割（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 時間割（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 時間割（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 時間割（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 時間割（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校各研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校各研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校各研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校各研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校各研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境・生活歴調査（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校研究室・校務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境・生活歴調査（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校研究室・校務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境・生活歴調査（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校研究室・校務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成14年度） 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2004年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2008年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1965年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳 教育学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

2019年度 附属学校 学籍・指導 生徒名簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 生徒名簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 生徒名簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年10月1日 5年 2022年9月30日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年10月1日 5年 2023年9月30日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年10月1日 5年 2024年9月30日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年10月1日 5年 2025年9月30日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年10月1日 5年 2026年9月30日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年10月1日 5年 2027年9月30日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 定期テスト処理結果一覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 定期テスト処理結果一覧（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 定期テスト処理結果一覧（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 成績一覧表（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 成績一覧表（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 成績一覧表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 成績一覧表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 成績一覧表（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 日番日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 日番日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 日番日誌（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 職員会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 職員会議資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1965年度 附属学校 学校運営 研究紀要 教育学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2001年度 附属学校 学校運営 学校要覧 教育学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 校舎使用願・生徒引率届（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 校舎使用願・生徒引率届（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 校舎使用願・生徒引率届（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2019年度 附属学校 学籍・指導 定期テスト問題（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 定期テスト問題（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 定期テスト問題（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 諸検査結果（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 諸検査結果（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 諸検査結果（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 諸検査結果（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 諸検査結果（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 職員会議議事録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 職員会議議事録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 職員会議議事録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 職員会議議事録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 職員会議議事録（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1965年度 附属学校 学校運営 研究会録・研究集録 教育学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 教育学部事務⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和3年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 出張命令簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 出張命令簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 出張命令簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 出張命令簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 出張命令簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 物品管理 備品管理台帳（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 物品管理 備品管理台帳（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 物品管理 備品管理台帳（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 物品管理 備品管理台帳（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 物品管理 備品管理台帳（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 公立高校成績一覧表（控）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 附属学校進路室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 公立高校成績一覧表（控）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 附属学校進路室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 公立高校成績一覧表（控）（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 附属学校進路室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2017年度 図書 資料管理 図書目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 図書 資料管理 図書目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 図書 資料管理 図書目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 図書 資料管理 図書目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 図書 資料管理 図書目録（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校経営案（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学校経営案（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 職員録・人事記録 教職員名簿 教育学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 研修承認願・研修報告書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 研修承認願・研修報告書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 研修承認願・研修報告書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 研修承認願・研修報告書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 研修承認願・研修報告書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 帰国生身上書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 帰国生身上書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 帰国生身上書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 判定会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 判定会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 判定会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 判定会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 判定会議資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 卒業認定会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 卒業認定会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 卒業認定会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 卒業認定会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 卒業認定会議資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 情報交換会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 情報交換会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 情報交換会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 情報交換会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 情報交換会議資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 学校医執務記録簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 学校医執務記録簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 学校医執務記録簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 学校医執務記録簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 学校医執務記録簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 学校歯科医執務記録簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 学校歯科医執務記録簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 学校歯科医執務記録簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 学校歯科医執務記録簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 学校歯科医執務記録簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2017年度 附属学校 健康・安全 学校薬剤師執務記録簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 学校薬剤師執務記録簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 学校薬剤師執務記録簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 学校薬剤師執務記録簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 学校薬剤師執務記録簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 管理場所一覧（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 管理場所一覧（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 管理場所一覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 管理場所一覧（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 管理場所一覧（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校保健室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校薬品庫 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校薬品庫 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校薬品庫 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校薬品庫 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 薬品管理簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校薬品庫 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学級担任・教科担任一覧（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学級担任・教科担任一覧（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学級担任・教科担任一覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学級担任・教科担任一覧（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 時間割（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 時間割（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 時間割（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 時間割（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校各研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校各研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校各研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教具目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校各研究室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境・生活歴調査（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校研究室・校務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 家庭環境・生活歴調査（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校研究室・校務室教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成14年度） 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2008年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1965年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳 教育学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

2019年度 附属学校 学籍・指導 生徒名簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 生徒名簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年10月1日 5年 2022年9月30日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2017年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年10月1日 5年 2023年9月30日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年10月1日 5年 2024年9月30日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年10月1日 5年 2025年9月30日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 定期テスト処理結果一覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 定期テスト処理結果一覧（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 成績一覧表（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 成績一覧表（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 成績一覧表（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 成績一覧表（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 日番日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 日番日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 職員会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1965年度 附属学校 学校運営 研究紀要 教育学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2001年度 附属学校 学校運営 学校要覧 教育学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 教科書給与証明（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 校舎使用願・生徒引率届（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 校舎使用願・生徒引率届（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 定期テスト問題（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 定期テスト問題（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 諸検査結果（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 諸検査結果（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 諸検査結果（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 諸検査結果（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 職員会議議事録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 職員会議議事録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 職員会議議事録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 職員会議議事録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1965年度 附属学校 学校運営 研究会録・研究集録 教育学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 附属学校資料室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 学校給食関係綴（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2019年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 証明書交付台帳（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 出張命令簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 出張命令簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 出張命令簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 出張命令簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 物品管理 備品管理台帳（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 物品管理 備品管理台帳（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 物品管理 備品管理台帳（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 物品管理 備品管理台帳（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 公立高校成績一覧表（控）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 附属学校進路室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 公立高校成績一覧表（控）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 附属学校進路室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 図書 資料管理 図書目録（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 図書 資料管理 図書目録（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 図書 資料管理 図書目録（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 図書 資料管理 図書目録（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校図書室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校経営案（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校経営案（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 入試問題（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 職員録・人事記録 教職員名簿 教育学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 研修承認願・研修報告書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 研修承認願・研修報告書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 研修承認願・研修報告書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 研修承認願・研修報告書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 帰国生身上書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 帰国生身上書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 判定会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 判定会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 判定会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 判定会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 卒業認定会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 卒業認定会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 卒業認定会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 卒業認定会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 情報交換会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 情報交換会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 情報交換会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 情報交換会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1966年度 附属学校 学校運営 研究紀要 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校すずかけルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 職員会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和2年

度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 園日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 園日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 園日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 園日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 日番日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 日番日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
園医執務記録簿（歯科医・薬剤師含む）

（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
園医執務記録簿（歯科医・薬剤師含む）

（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
園医執務記録簿（歯科医・薬剤師含む）

（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
園医執務記録簿（歯科医・薬剤師含む）

（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 プール日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 プール日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 プール日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 プール日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成14年度） 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2008年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1966年度 附属学校 学籍・指導 修了生台帳 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 未定

2017年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副園⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副園⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副園⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 防災規程（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副園⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 入学試験に関する文書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 入学試験に関する文書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 入学試験に関する文書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 入学試験に関する文書（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校要覧（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校要覧（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校要覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校要覧（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1973年度 附属学校 学校運営 学校要覧（昭和48年度）～(平成6年度) 教育学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1995年度 附属学校 学校運営 学校要覧（平成7年度）～ 教育学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 職員会議緑（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 職員会議緑（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 職員会議緑（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 職員会議緑（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 入学調査実施要項（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 入学調査実施要項（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 入学調査実施要項（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 入学調査実施要項（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1973年度 附属学校 学校運営 研究紀要（昭和48年度）～ 教育学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 経営委員会関係文書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 経営委員会関係文書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 児童・生徒名簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 児童・生徒名簿（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1967年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳（小学部） 教育学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

1969年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳（中学部） 教育学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

1976年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳（高等部） 教育学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

2017年度 附属学校 学校運営 学校運営方針（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校運営方針（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校運営方針（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校運営方針（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2017年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成31年度）
教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和２年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和２年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入
特別支援教育就学奨励費交付金に関する文

書（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入
特別支援教育就学奨励費交付金に関する文

書（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入
特別支援教育就学奨励費交付金に関する文

書（平成31年度）
教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入
特別支援教育就学奨励費交付金に関する文

書（令和２年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入
高等学校等就学支援金に関する文書（平成

29年）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入
高等学校等就学支援金に関する文書（平成

30年）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入
高等学校等就学支援金に関する文書（平成

31年度）
教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入
高等学校等就学支援金に関する文書（令和

２年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する現金出納簿（平成24年度）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する現金出納簿（平成25年度）
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1973年度 施設 設計図書関係 校舎・校地図面（昭和48年度）～ 教育学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 往復文書処理簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 往復文書処理簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 往復文書処理簿（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 往復文書処理簿（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 往復文書綴（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 往復文書綴（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 往復文書綴（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 往復文書綴（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 給食に関する文書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 給食に関する文書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 給食に関する文書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 給食に関する文書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 防災規程（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
国有財産補助監守者及び火気取扱責任者一

覧表（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
国有財産補助監守者及び火気取扱責任者一

覧表（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
国有財産補助監守者及び火気取扱責任者一

覧表（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
国有財産補助監守者及び火気取扱責任者一

覧表（令和２年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 入学試験に関する文書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 入学試験に関する文書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 入学試験に関する文書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 入学試験に関する文書（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 入学試験に関する文書（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校要覧（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校要覧（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2019年度 附属学校 学校運営 学校要覧（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校要覧（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学校要覧（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学校日誌（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 公示・募集要項（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 公示・募集要項（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1973年度 附属学校 学校運営 学校要覧（昭和48年度）～(平成6年度) 教育学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1995年度 附属学校 学校運営 学校要覧（平成7年度）～ 教育学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 職員会議緑（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 職員会議緑（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 職員会議緑（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 職員会議緑（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 職員会議緑（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 入学調査実施要項（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 入学調査実施要項（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 入学調査実施要項（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 入学調査実施要項（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 入学調査実施要項（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1973年度 附属学校 学校運営 研究紀要（昭和48年度）～ 教育学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 経営委員会関係文書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 経営委員会関係文書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 経営委員会関係文書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学校だより（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 児童・生徒名簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 児童・生徒名簿（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 児童・生徒名簿（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1967年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳（小学部） 教育学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

1969年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳（中学部） 教育学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

1976年度 附属学校 学籍・指導 卒業生台帳（高等部） 教育学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 未定

2017年度 附属学校 学校運営 学校運営方針（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 学校運営方針（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 学校運営方針（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 学校運営方針（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 学校運営方針（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 出勤簿（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校教務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成31年度）
教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和２年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和３年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2017年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和２年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和３年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 施設 業務日誌関係 警備報告書（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 切手受払簿（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入
特別支援教育就学奨励費交付金に関する文

書（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入
特別支援教育就学奨励費交付金に関する文

書（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入
特別支援教育就学奨励費交付金に関する文

書（平成31年度）
教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入
特別支援教育就学奨励費交付金に関する文

書（令和２年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入
特別支援教育就学奨励費交付金に関する文

書（令和３年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入
高等学校等就学支援金に関する文書（平成

29年）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入
高等学校等就学支援金に関する文書（平成

30年）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入
高等学校等就学支援金に関する文書（平成

31年度）
教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入
高等学校等就学支援金に関する文書（令和

２年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入
高等学校等就学支援金に関する文書（令和

３年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する現金出納簿（平成24年度）
教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する現金出納簿（平成25年度）
教育学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 施設 業務日誌関係 電気設備保安管理記録簿（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1973年度 施設 設計図書関係 校舎・校地図面（昭和48年度）～ 教育学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 往復文書処理簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 往復文書処理簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 往復文書処理簿（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 往復文書処理簿（令和２年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 往復文書処理簿（令和３年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 往復文書綴（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 往復文書綴（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 往復文書綴（平成31年度） 教員養成系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 往復文書綴（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 調査等関係（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 給食に関する文書（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 給食に関する文書（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 給食に関する文書（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 給食に関する文書（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 給食に関する文書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 給食費金銭出納帳（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 スクールバス運転日誌（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 公用車運転日誌（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 防災規程（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 防災規程（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
国有財産補助監守者及び火気取扱責任者一

覧表（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
国有財産補助監守者及び火気取扱責任者一

覧表（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
国有財産補助監守者及び火気取扱責任者一

覧表（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
国有財産補助監守者及び火気取扱責任者一

覧表（令和２年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2021年度 附属学校 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和3年

度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 防災・危機管理 新型コロナウイルス感染症関連文書 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 附属学校副校⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1966年度 附属学校 学校運営 研究紀要 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校すずかけルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 年間行事予定（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 職員会議資料（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 職員会議資料（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 職員会議資料（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教育実習成績（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校スタッフルーム教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 教育学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 教育学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 教育学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 教員養成系学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 教員養成系学務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和4年） 教員養成系学務課⾧ 2023年1月1日 5年 2027年12月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理
週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更簿（令和3年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 郵便物発送簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 返信用はがき切手受払簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全
独立行政法人日本スポーツ振興センター共

済掛金に関する文書（令和3年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 日誌 警備報告書（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成29年

度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成30年

度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成31年

度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和2年

度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和3年

度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学校運営 園日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学校運営 園日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 園日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 園日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 園日誌（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学校運営 日番日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学校運営 日番日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学校運営 日番日誌（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全
園医執務記録簿（歯科医・薬剤師含む）

（平成29年度）
教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄
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2018年度 附属学校 健康・安全
園医執務記録簿（歯科医・薬剤師含む）

（平成30年度）
教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全
園医執務記録簿（歯科医・薬剤師含む）

（平成31年度）
教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全
園医執務記録簿（歯科医・薬剤師含む）

（令和2年度）
教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全
園医執務記録簿（歯科医・薬剤師含む）

（令和3年度）
教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 保健日誌（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 健康診断に関する表簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 健康・安全 プール日誌（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 プール日誌（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 プール日誌（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 プール日誌（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 プール日誌（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2002年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成14年度） 教育学部事務⾧ 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2003年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成15年度） 教育学部事務⾧ 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2004年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成16年度） 教育学部事務⾧ 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2005年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成17年度） 教育学部事務⾧ 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2006年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成18年度） 教育学部事務⾧ 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2007年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成19年度） 教育学部事務⾧ 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2008年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成20年度） 教育学部事務⾧ 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2009年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成21年度） 教育学部事務⾧ 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2010年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成22年度） 教育学部事務⾧ 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2011年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成23年度） 教育学部事務⾧ 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2012年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成24年度） 教育学部事務⾧ 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2013年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成25年度） 教育学部事務⾧ 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2014年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成26年度） 教育学部事務⾧ 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2015年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成27年度） 教育学部事務⾧ 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2016年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成28年度） 教育学部事務⾧ 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（学籍）（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 指導要録（指導）（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2017年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 学籍・指導 出席簿（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

1966年度 附属学校 学籍・指導 修了生台帳 教育学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 附属学校事務室 教員養成系学務課⾧ 未定

2017年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成29年度） 教育学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 附属学校副園⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2018年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成30年度） 教育学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 附属学校副園⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 附属学校 健康・安全 防災規程（平成31年度） 教育学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 附属学校副園⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2020年度 附属学校 健康・安全 防災規程（令和2年度） 教員養成系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 附属学校副園⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2021年度 附属学校 健康・安全 防災規程（令和3年度） 教員養成系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 附属学校副園⾧室 教員養成系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文等（平成31年度） 国際教養学部⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 指導教員室 国際教養学部⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文等（令和2年度） 国際教養学部⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 指導教員室 国際教養学部⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文等（令和3年度） 国際教養学部⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 指導教員室 国際教養学部⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 行動科学コース会議資料等（平成29年度） 文学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 行動科学コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 行動科学コース会議資料等（平成30年度） 文学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 行動科学コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 行動科学コース会議資料等（平成31年度） 文学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 行動科学コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 行動科学コース会議資料等（令和2年度） 文学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 行動科学コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 行動科学コース会議資料等（令和3年度） 文学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 行動科学コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成29年度） 文学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄
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2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成29年度） 文学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成29年度） 文学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 講座資料室又は指導教員室文学部⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成29年度） 文学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成30年度） 文学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成30年度） 文学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成30年度） 文学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 講座資料室又は指導教員室文学部⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成30年度） 文学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成31年度） 文学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成31年度） 文学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成31年度） 文学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 講座資料室又は指導教員室文学部⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成31年度） 文学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和2年度） 文学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和3年度） 文学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和2年度） 文学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和3年度） 文学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和2年度） 文学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和3年度） 文学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 指導教員室 文学部⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 歴史学コース会議資料等（平成29年度） 文学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 歴史学コース⾧室 文学部⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 歴史学コース会議資料等（平成30年度） 文学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 歴史学コース⾧室 文学部⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 歴史学コース会議資料等（平成31年度） 文学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 歴史学コース⾧室 文学部⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 歴史学コース会議資料等（令和2年度） 文学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 歴史学コース⾧室 文学部⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 歴史学コース会議資料等（令和3年度） 文学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 歴史学コース⾧室 文学部⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
日本・ユーラシア文化コース会議資料等

（平成29年度）
文学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 日本・ユーラシア文化コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
日本・ユーラシア文化コース会議資料等

（平成30年度）
文学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 日本・ユーラシア文化コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
日本・ユーラシア文化コース会議資料等

（平成31年度）
文学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 日本・ユーラシア文化コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
日本・ユーラシア文化コース会議資料等

（令和2年度）
文学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 日本・ユーラシア文化コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
日本・ユーラシア文化コース会議資料等

（令和3年度）
文学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 日本・ユーラシア文化コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
国際言語文化学コース会議資料等（平成29

年度）
文学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日

電子：共有

サーバー内
国際言語文化学コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
国際言語文化学コース会議資料等（平成30

年度）
文学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日

電子：共有

サーバー内
国際言語文化学コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
国際言語文化学コース会議資料等（平成31

年度）
文学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日

電子：共有

サーバー内
国際言語文化学コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
国際言語文化学コース会議資料等（令和2年

度）
文学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日

電子：共有

サーバー内
国際言語文化学コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
国際言語文化学コース会議資料等（令和3年

度）
文学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日

電子：共有

サーバー内
国際言語文化学コース⾧室文学部⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成29年度）
人文社会科学研究科⾧・人

文公共学府⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 指導教員室又は資料室人文公共学府⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成30年度）
人文社会科学研究科⾧・人

文公共学府⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 指導教員室又は資料室人文公共学府⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成31年度）
人文社会科学研究科⾧・人

文公共学府⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 指導教員室又は資料室人文公共学府⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（令和2年度）
人文社会科学研究科⾧・人

文公共学府⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 指導教員室又は資料室人文公共学府⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（令和3年度）
人文社会科学研究科⾧・人

文公共学府⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 指導教員室又は資料室人文公共学府⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成29年度） 法政経学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 指導教員研究室 法政経学部⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成30年度） 法政経学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 指導教員研究室 法政経学部⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成31年度） 法政経学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 指導教員研究室 法政経学部⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和2年度） 法政経学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 指導教員研究室 法政経学部⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和3年度） 法政経学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 指導教員研究室 法政経学部⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成29年度）
人文社会科学研究科⾧・人

文公共学府⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 指導教員室又は資料室人文公共学府⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成30年度）
人文社会科学研究科⾧・人

文公共学府⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 指導教員室又は資料室人文公共学府⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成31年度）
人文社会科学研究科⾧・人

文公共学府⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 指導教員室又は資料室人文公共学府⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（令和2年度）
人文社会科学研究科⾧・人

文公共学府⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 指導教員室又は資料室人文公共学府⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（令和3年度）
人文社会科学研究科⾧・人

文公共学府⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 指導教員室又は資料室人文公共学府⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
法学研究部門会議関係資料等（平成29年

度）
法政経学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 法学科受付 法政経学部⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
法学研究部門会議関係資料等（平成30年

度）
法政経学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 法学科受付 法政経学部⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
法学研究部門会議関係資料等（平成31年

度）
法政経学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 法学科受付 法政経学部⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 法学研究部門会議関係資料等（令和2年度） 法政経学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 法学科受付 法政経学部⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 法学研究部門会議関係資料等（令和3年度） 法政経学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 法学科受付 法政経学部⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
経済学研究部門会議関係資料等（平成29年

度）
法政経学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 経済学科資料室 法政経学部⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
経済学研究部門会議関係資料等（平成30年

度）
法政経学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 経済学科資料室 法政経学部⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
経済学研究部門会議関係資料等（平成31年

度）
法政経学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 経済学科資料室 法政経学部⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
経済学研究部門会議関係資料等（令和2年

度）
法政経学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 経済学科資料室 法政経学部⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
経済学研究部門会議関係資料等（令和3年

度）
法政経学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 経済学科資料室 法政経学部⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
政治学・政策学研究部門関係会議資料等

（平成29年度）
法政経学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部門⾧研究室 法政経学部⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
政治学・政策学研究部門関係会議資料等

（平成30年度）
法政経学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部門⾧研究室 法政経学部⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
政治学・政策学研究部門関係会議資料等

（平成31年度）
法政経学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部門⾧研究室 法政経学部⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
政治学・政策学研究部門関係会議資料等

（令和2年度）
法政経学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部門⾧研究室 法政経学部⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
政治学・政策学研究部門関係会議資料等

（令和3年度）
法政経学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 部門⾧研究室 法政経学部⾧ 廃棄

2016年度 学務 学生の卒業、修了関係 学生個人カード（国語科）（平成28年度） 教育学部⾧ 2017年4月1日 卒業まで 未定 紙
教育学部

研究室
教育学部⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生の卒業、修了関係 学生個人カード（国語科）（平成29年度） 教育学部⾧ 2018年4月1日 卒業まで 未定 紙
教育学部

研究室
教育学部⾧ 廃棄
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2018年度 学務 学生の卒業、修了関係 学生個人カード（国語科）（平成30年度） 教育学部⾧ 2019年4月1日 卒業まで 未定 紙
教育学部

研究室
教育学部⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生の卒業、修了関係
学生個人カード（国語科）（平成31年/令和

元年度）
教育学部⾧ 2020年4月1日 卒業まで 未定 紙

教育学部

研究室
教育学部⾧ 廃棄

2011年度 学務 学生の卒業、修了関係 指導教員届（社会科）（平成24年度） 教育学部⾧ 2012年4月1日 卒業まで 未定 紙
教育学部

研究室
教育学部⾧ 廃棄

2012年度 学務 学生の卒業、修了関係 指導教員届（社会科）（平成25年度） 教育学部⾧ 2013年4月1日 卒業まで 未定 紙 教育学部研究室 教育学部⾧ 廃棄

2013年度 学務 学生の卒業、修了関係 指導教員届（社会科）（平成26年度） 教育学部⾧ 2014年4月1日 卒業まで 未定 紙 教育学部研究室 教育学部⾧ 廃棄

2014年度 学務 学生の卒業、修了関係 指導教員届（社会科）（平成27年度） 教育学部⾧ 2015年4月1日 卒業まで 未定 紙 教育学部研究室 教育学部⾧ 廃棄

2015年度 学務 学生の卒業、修了関係 指導教員届（社会科）（平成28年度） 教育学部⾧ 2016年4月1日 卒業まで 未定 紙 教育学部研究室 教育学部⾧ 廃棄

2016年度 学務 学生の卒業、修了関係 指導教員届（社会科）（平成29年度） 教育学部⾧ 2017年4月1日 卒業まで 未定 紙 教育学部研究室 教育学部⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生の卒業、修了関係 指導教員届（社会科）（平成30年度） 教育学部⾧ 2018年4月1日 卒業まで 未定 紙 教育学部研究室 教育学部⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生の卒業、修了関係 指導教員届（社会科）（平成30年度） 教育学部⾧ 2019年4月1日 卒業まで 未定 紙 教育学部研究室 教育学部⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生の卒業、修了関係
指導教員届（社会科）（平成31年/令和元年

度）
教育学部⾧ 2020年4月1日 卒業まで 未定 紙 教育学部研究室 教育学部⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・評価関係（平成29年

度）
工学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・評価関係（平成30年

度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・評価関係（平成31年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・評価関係（令和2年

度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・評価関係（令和2年

度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 国有財産副台帳 工学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 物品倉庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出
物品購入・立替払・交通費等（平成26年

度）
学術国際部国際企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 物品倉庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出
物品購入・立替払・交通費等（平成27年

度）
学術国際部国際企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 物品倉庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算配分通知書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 物品倉庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 教授会（平成4年度） 工学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 教授会（平成5年度） 工学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成6年度） 工学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成7年度） 工学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成8年度） 工学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成9年度） 工学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成10年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成11年度） 工学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成12年度） 工学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成13年度） 工学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成14年度） 工学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 教授会（平成15年度） 工学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 教授会（平成16年度） 工学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 教授会（平成17年度） 工学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 教授会（平成18年度） 工学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2029年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成31年度・令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 工学部教授会（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 工学部教授会（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 工学部教授会（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 工学部教授会（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2021年度 管理運営 会議 工学部教授会（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2029年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 工学研究科教授会（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 融合理工学府幹事会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 融合理工学府幹事会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 融合理工学府幹事会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 融合理工学府幹事会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年4月1日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
融合理工学府工学系運営委員会（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
融合理工学府工学系運営委員会（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
融合理工学府工学系運営委員会（平成30年

度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年4月2日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
融合理工学府工学系運営委員会（平成30年

度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年4月3日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
融合理工学府工学系運営委員会（平成31年

度・令和元年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
融合理工学府工学系運営委員会（平成31年

度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
融合理工学府工学系運営委員会（令和2年

度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
融合理工学府工学系運営委員会（令和2年

度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
融合理工学府工学系運営委員会（令和3年

度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
融合理工学府工学系運営委員会（令和3年

度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 工学研究院教授会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 工学研究院教授会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 工学研究院教授会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年4月4日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 工学研究院教授会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年4月5日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
工学研究院教授会（平成31年度（平成31年

度・令和元年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
工学研究院教授会（平成31年度・令和元年

度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 工学研究院教授会（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 工学研究院教授会（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 工学研究院教授会（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 工学研究院教授会（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成4年度） 工学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成5年度） 工学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成6年度） 工学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成7年度） 工学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成8年度） 工学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成9年度） 工学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成10年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成11年度） 工学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 運営委員会（平成11年度） 工学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 運営委員会（平成12年度） 工学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 運営委員会（平成13年度） 工学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 運営委員会（平成14年度） 工学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 運営委員会（平成15年度） 工学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 運営会議（平成16年度） 工学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 運営会議（平成17年度） 工学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 運営会議（平成18年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成19年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成20年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成21年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄
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2011年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成22年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成22年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 工学研究院特別教授会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 工学研究院特別教授会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
工学研究院特別教授会（平成31・令和元年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
工学研究院特別教授会（平成31・令和元年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 工学研究院特別教授会（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 工学研究院特別教授会（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 工学研究院特別教授会（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 工学研究院特別教授会（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成4年度） 工学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成5年度） 工学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成6年度） 工学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成7年度） 工学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成8年度） 工学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成9年度） 工学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成10年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 工学研究科委員会（平成11年度） 工学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 運営委員会（平成11年度） 工学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 運営委員会（平成12年度） 工学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 運営委員会（平成13年度） 工学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 運営委員会（平成14年度） 工学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 運営委員会（平成15年度） 工学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 運営会議（平成16年度） 工学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 運営会議（平成17年度） 工学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 運営会議（平成18年度） 工学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成20年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 工学部運営会議（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 代議員会（平成16年度） 工学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 代議員会（平成17年度） 工学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 代議員会（平成18年度） 工学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成20年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄
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2011年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 工学部代議員会（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
工学部・工学研究院・融合理工学府代議員

会（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
工学部・工学研究院・融合理工学府代議員

会（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
工学部・工学研究院・融合理工学府代議員

会（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
工学部・工学研究院・融合理工学府代議員

会（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
工学部・工学研究院・融合理工学府代議員

会（平成31年度・令和元年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
工学部・工学研究院・融合理工学府代議員

会（平成31年度・令和元年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
工学部・工学研究院・融合理工学府代議員

会（令和2年度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
工学部・工学研究院・融合理工学府代議員

会（令和2年度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
工学部・工学研究院・融合理工学府代議員

会（令和3年度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
工学部・工学研究院・融合理工学府代議員

会（令和3年度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 工学研究科運営会議（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 工学研究科運営会議（平成20年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 工学研究科運営会議（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 工学研究科運営会議（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 工学研究科運営会議（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 工学研究科運営会議（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 工学研究科運営会議（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 工学研究科運営会議（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 工学研究科運営会議（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 工学研究科運営会議（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
融合科学研究科教授会・運営委員会（平成

19年度）
工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
融合科学研究科教授会・運営委員会（平成

20年度）
工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
融合科学研究科教授会・運営委員会（平成

21年度）
工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議
融合科学研究科教授会・運営委員会（平成

22年度）
工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
融合科学研究科教授会・運営委員会（平成

23年度）
工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
融合科学研究科教授会・運営委員会（平成

24年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
融合科学研究科教授会・運営委員会（平成

25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
融合科学研究科教授会・運営委員会（平成

26年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
融合科学研究科教授会・運営委員会（平成

27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
融合科学研究科教授会・運営委員会（平成

28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 広報関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 広報関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 広報関係（平成31年度・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 広報関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 広報関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 融合理工学府HP関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 融合理工学府HP関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報
融合理工学府HP関係（平成31年度・令和元

年度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
研究推進・広報・社会連携委員会（平成29

年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
研究推進・広報・社会連携委員会（平成30

年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
研究推進・広報・社会連携委員会（平成31

年度・令和元年度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
研究推進・広報・社会連携委員会（令和2年

度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
研究推進・広報・社会連携委員会（令和3年

度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 将来構想検討委員会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 将来構想検討委員会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 将来構想検討委員会（平成31年度）） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 将来構想検討委員会（令和2年度）） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 将来構想検討委員会（令和2年度）） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 総務委員会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 総務委員会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
総務委員会（平成31年度（平成31年度・令

和元年度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 総務委員会（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 組織の設置改廃 工学研究科改組計画書（平成4年度） 工学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄
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1993年度 管理運営 組織の設置改廃 工学研究科専攻設置計画書（平成5年度） 工学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 組織の設置改廃 工学部学科改組計画書（平成9年度） 工学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 組織の設置改廃
工学研究科建築・都市科学専攻入学定員増

計画（平成24年度）
工学部事務⾧ 未定 30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃 理工系改組関係 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃 理工系改組関係 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃 融合理工学府・工学研究院設置準備委員会 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成20年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程
規程の制定改廃（平成31年度・令和元年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理
その他勤務状況関係（平成31・令和元年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（平成31・令和元年） 理工系総務課⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 理工系総務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和3年） 理工系総務課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理
出勤簿（平成31・令和元年度・非常勤職員

等）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度・非常勤職員等） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和3年度・非常勤職員等） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 公印管守 公印簿 工学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書（平成7年度） 工学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書（平成10年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書（平成12年度） 工学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書（平成13年度） 工学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成31年度・令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 工学系事務センター⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 工学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年度・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 勤務状況管理 病気療養報告（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 病気療養報告（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 病気療養報告（平成31年度・令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 病気療養報告（令和2年度） 工学部事務⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 病気療養報告（令和3年度） 工学部事務⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 組織の設置改廃 自然科学研究科設置計画書（平成6年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1994年2月1日 30年 2024年1月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 組織の設置改廃 自然科学研究科設置計画書（平成8年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1995年8月1日 30年 2025年7月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 組織の設置改廃 自然科学研究科設置計画書（平成9年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年8月1日 30年 2026年7月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 組織の設置改廃 自然科学研究科設置計画書（平成10年）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1997年8月1日 30年 2027年7月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 組織の設置改廃 自然科学研究科設置計画書（平成11年）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年8月1日 30年 2028年7月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 組織の設置改廃 自然科学研究科設置計画書（平成14年） 自然科学研究科等事務⾧ 2001年8月1日 30年 2031年7月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 組織の設置改廃 自然科学研究科設置計画書（平成15年） 自然科学研究科等事務⾧ 2002年8月1日 30年 2032年7月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成9年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画関係文書（平成16年

度）
自然科学研究科事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画関係文書（平成17年

度）
自然科学研究科事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画関係文書（平成18年

度）
自然科学研究科事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 点検・評価
多様性科学専攻自己点検・評価報告書（平

成12年）

真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年8月1日 30年 2030年7月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 点検・評価
博士前期課程自己点検・評価報告書（平成

12年）

真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年10月1日 30年 2030年9月30日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄
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1992年度 管理運営 会議 自然科学研究科委員会（平成4年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 自然科学研究科委員会（平成5年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成6年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成7年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成8年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成9年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成10年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 研究科委員会（平成11年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 教授会（平成12年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 教授会（平成13年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 教授会（平成14年度） 自然科学研究科等事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 教授会（平成15年度） 自然科学研究科等事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 教授会（平成16年度） 自然科学研究科事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 自然科学研究科教授会（平成17年度） 自然科学研究科事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 自然科学研究科教授会（平成18年度） 自然科学研究科事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 自然科学研究科運営委員会（平成4年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 自然科学研究科運営委員会（平成5年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 運営委員会（平成6年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 運営委員会（平成7年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 運営委員会（平成8年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 運営委員会（平成9年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 運営委員会（平成10年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 運営委員会（平成11年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 運営委員会（平成12年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 運営委員会（平成13年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 運営委員会（平成14年度） 自然科学研究科等事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 運営委員会（平成15年度） 自然科学研究科等事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 運営委員会（平成16年度） 自然科学研究科事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 自然科学研究科運営委員会（平成17年度） 自然科学研究科事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 自然科学研究科運営委員会（平成18年度） 自然科学研究科事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
分子キラリティー研究センター関係書類

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
分子キラリティー研究センター関係書類

（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
分子キラリティー研究センター関係書類

（平成31年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
分子キラリティー研究センター関係書類

（令和2年度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
分子キラリティー研究センター関係書類

（令和3年度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会(平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会(平成31年度） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会(令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会(令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
国立大学法人千葉大学 自然科学系教育研

究機構 文書処理簿(平成29年度)
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
国立大学法人千葉大学 自然科学系教育研

究機構 文書処理簿(平成30年度)

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
国立大学法人千葉大学 自然科学系教育研

究機構 文書処理簿（平成31年度)
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程
国立大学法人千葉大学自然科学系教育研究

機構(平成29年度)
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程
国立大学法人千葉大学自然科学系教育研究

機構(平成30年度)

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程
国立大学法人千葉大学自然科学系教育研究

機構（平成31年度・令和元年度）)
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 公印管守
自然科学系教育研究機構 公印管理簿(平成

29年度)

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2018年4月1日 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 公印管守
理工系事務部企画・研究支援課 自然科学

系教育研究機構 公印管理簿(平成30年度)

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 公印管守
理工系事務部企画・研究支援課 自然科学

系教育研究機構 公印管理簿(平成31年度)

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画
年度計画関係（自然科学系教育研究機構）

(平成30年度)

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画
年度計画関係（自然科学系教育研究機構）

（平成31年度・令和元年度）)
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画
年度計画関係（自然科学系教育研究機構）

（令和2年度）)
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
理工系事務部企画・研究支援課 文書処理

簿(平成30年度)

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 勤務時間関係(平成30年度)
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
インテリジェント飛行センター関係書類(令

和元年度)
理工系総務課⾧ 2020年10月1日 5年 2025年9月30日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
墨田プロジェクトワーキンググループ関係書

類(令和元年度)
理工系総務課⾧ 2020年8月1日 5年 2025年7月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係(平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
研究倫理教育関係(平成31年度（平成31年

度・令和元年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
定年退職教員の外部研究費による研究活動

承認申請書(平成30年度)

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
定年退職教員の外部研究費による研究活動

承認申請書（平成31年度・令和元年度）)

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月2日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営
海外渡航

出張
海外渡航旅行命令簿等（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営
海外渡航

出張
海外渡航旅行命令簿等（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営
海外渡航

出張

海外渡航旅行命令簿等（平成31年度・令和

元年度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 海外渡航旅行命令簿等（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 海外渡航旅行命令簿等（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2017年度 管理運営
海外渡航

出張

大学の世界展開力強化事業渡航申請書（平

成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営
海外渡航

出張

大学の世界展開力強化事業渡航申請書（平

成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営
海外渡航

出張

大学の世界展開力強化事業渡航申請書（平

成31年度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営
海外渡航

出張
海外渡航報告・出張依頼（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営
海外渡航

出張
海外渡航報告・出張依頼（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営
海外渡航

出張

海外渡航報告・出張依頼（平成31年度・令

和元年度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 海外渡航報告・出張依頼（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 海外渡航報告・出張依頼（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（フリードリヒ・アレクサン

ダー大学エルランゲン・ニュンベルク校）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（ソウル大学美術学部） 工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（台湾大学工学院、電気情報

学院）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（バイロイト大学理工学部） 工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（フエリ・ブメディエン科学技

術大学）
工学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（江南大学設計学院） 工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（同済大学建築・都市計画学

院）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（タマサート大学シリントー

ン国際工学部）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（タマサート大学シリントー

ン国際工学部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（ガジャマダ大学理学部） 工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（雲林科技大学デザイン学

院）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ビュルツブルグ大学物理・天

文研究科）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（アイントホ−フェン工科大

学工業デザイン学部）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（上海交通大学研究生院） 工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（国立陽明交通大学理学院） 工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（延世大学校工科大学） 工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ニューヨーク州立大学バッ

ファロー校）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（アウグスブルグ大学数学・

自然科学学部）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（蘇州大学機能性ナノ・軟質

材料研究所）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（中国科学院声学研究所） 工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（香港科技大学 生命医工学プ

ログラム）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 協定終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（山東工芸美術学院中国民芸

研究所）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（ヴェネツィア建築大学） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（南洋理工大学機械航空工学

部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（台湾国立清華大学 理学部物

理学科）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 協定終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ベルン大学ARTORG医用生

体工学研究センター）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（AUSMIP+プログラム） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（ソウル大学芸術学部） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（銘伝大学 デザイン学部） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ローマ大学ラ・サピエン

ツァ）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ミッドスウェーデン大学技

術メディア学部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ミッドスウェーデン大学技

術メディア学部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（浙江大学国際デザイン学

院・財団法人日本デザイン振興会）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（インドネシア科学院化学研

究センター）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（ライス大学工学部） 工学系事務センター⾧ 2019年4月1日 協定終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（フランス原子力・代替エネ

ルギー庁 グルノーブル（CEA）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（イズミール経済大学美術・

デザイン学部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（北京科技大学 自動化学院） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（国立陽明交通大学 人文社

会学院）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（コロンビア国立大学 鉱山

学部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（蔚山科学技術大学校デザイ

ン及び人間工学部）
工学系事務センター⾧ 2020年4月1日 協定終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（西安理工大学 機械・精密

機械工学部、機械・精密機械工学研究科）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ルーヴァンカソリック大学

生物工学部・集合物質ナノサイエンス研究
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（シンガポール国立大学建築

学部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（国立パリ建築大学ラ・ヴィ

レット校）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定
ダブルディグリープログラムに関する協定書

（電子科技大学電子工学部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定
ダブルディグリープログラムに関する協定書

（上海交通大学研究生院）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（山東大学物理学部） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（エービク大学情報メディア

研究科）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（マレーシア国立大学工学・

建築環境学部）
工学系事務センター⾧ 2020年4月1日 協定終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（メキシコ国立自治大学建築

学部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（済州大学校工科学部，理工

系大学院）
工学系事務センター⾧ 2021年4月1日 協定終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（ランシット大学建築学部） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 国際 国際交流協定 Erasmus+協定書（イズミール経済大学） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2015年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ルートヴィヒ・マクシミリ

アン大学ミュンヘン化学・薬学部）
工学系事務センター⾧ 2021年4月1日 協定終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（マラヤ大学理学部） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（西安理工大学印刷包装与数

字媒体学院）
工学系事務センター⾧ 2021年4月1日 協定終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（鄭州大学情報工学部，デジ

タル医用画像技術研究センター）
工学系事務センター⾧ 2022年4月1日 協定終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（南京芸術学院工業デザイン

学院）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（湘潭大学信息工程学院） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ボーチミン工科大学化学工

学部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（同済大学 設計与創意学

院）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（カタロニア国際大学 建築

学部・研究科）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（キングモンクット工科大学

ノースバンコク校 シリトーン国際タイ−
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（セルジーポントワーズ大学

理工学部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ナポリ大学 電気工学・情

報技術学科）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（アジュマン大学 工学部） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（トレント大学 土木・環

境・機械工学部）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（西華大学 材料与工程学

院）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（IFPスクール） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（マンダレー工科大学） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（クロード・ベルナール・リ

ヨン第１大学 理工学部・ポリテックリヨ
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（中国地質大学 自動化学

院）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（国立台北科技大学 デザイ

ン学院）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（東海大学 創意設計芸術学

院）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（南京航空航天大学 機電工

程学院）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（高麗大学 デザイン造形学

部）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（雲林科技大学) 工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（北京航空航天大学 机械工

程及自動化学院）
工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（アイントホーフェン工科大

学)
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（フリードリッヒ・シラー大

学イェーナ 物理天文学部）
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（ESIEE Amiens） 理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ﾄｩｰﾙｰｽﾞ第３大学 理工学

部)
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（北京交通大学 電子信息工

程学院)
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 覚書（華僑大学 工業設計研究院） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
ダブルディグリープログラムに関する協定書

（浙江大学 コンピュータサイエンス学
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
ダブルディグリープログラムに関する協定書

（ケルン応用科学大学 文化科学研究科）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定
ダブルディグリープログラムに関する協定書

（延世大学）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
分子キラリティー研究センター部局間協定

書（国立陽明交通大学 理学院）
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定
分子キラリティー研究センター覚書（国立

交通大学 理学院（IEC（国際共同研究室設
工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（西北工業大学 機電学院) 理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（浙江師範大学 工学院) 理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定
ダブルディグリープログラムに関する協定書

（広州美術学院）
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定
ダブルディグリープログラムに関する協定書

（国立陽明交通大学 理学院）
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（サンパウロ大学 人文科学

部)
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定
ダブルディグリープログラムに関する協定書

（雲林科技大学 デザイン学院）
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定
ダブルディグリープログラムに関する協定書

（大同大学 デザイン学部）
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定
ダブルディグリープログラムに関する協定書

（成功大学 計画・デザイン学部）
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定
覚書（ガジャマダ大学・インドネシア気象

庁）
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ウォータールー大学レニソ

ンユニバーシティカレッジ）
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（ルーヴェンカトリック大学

理学部化学科）
理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 国際 国際交流協定 大学間交流協定関係 工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定関係 工学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（平成31年度・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 国際関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 国際関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 国際関係（平成31年度・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流事業 国際関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流事業 国際関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流事業 ミャンマー関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流事業 ミャンマー関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流事業
ミャンマー関係（平成31年度・令和元年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流事業 ミャンマー関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流事業 ミャンマー関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2017年度 国際 国際交流事業
千葉大学・上海交通大学国際共同研究セン

ター（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流事業
千葉大学・上海交通大学国際共同研究セン

ター（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流事業
千葉大学・上海交通大学国際共同研究セン

ター（平成31年度・令和元年度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1991年度 人事 任免 工学部⾧候補者選挙（平成4年） 工学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 工学部⾧候補者選挙（平成6年） 工学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 工学部⾧候補者選挙（平成7年） 工学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 工学部⾧候補者選挙（平成9年） 工学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 工学部⾧候補者選挙（平成11年） 工学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 工学部⾧候補者選挙（平成13年） 工学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 工学部⾧候補者選挙（平成15年） 工学部事務⾧ 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 工学部⾧候補者選挙（平成16年） 工学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 工学研究科⾧候補者選挙（平成18年） 工学部事務⾧ 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 工学研究科⾧候補者選挙（平成20年） 工学部事務⾧ 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 工学研究科⾧候補者選挙（平成22年） 工学部事務⾧ 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 工学研究科⾧候補者選挙（平成24年） 工学系事務センター⾧ 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 工学研究科⾧候補者選挙（平成26年） 工学系事務センター⾧ 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 工学研究院⾧候補者選挙（平成28年） 工学系事務センター⾧ 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 工学研究院⾧候補者選挙（平成30年） 工学部事務⾧ 2019年1月1日 30年 2048年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 工学研究院⾧候補者選挙（令和2年） 理工系総務課⾧ 2021年1月1日 30年 2050年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 職員の評価
融合科学研究科教員定期評価（平成20年度

～）
工学部事務⾧ 2009年4月1日 5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 大学院担当発令関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 大学院担当発令関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当
大学院担当発令関係（平成31・令和元年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 大学院担当発令関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 大学院担当発令関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付（平成16年度） 工学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成4年度） 工学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成5年度） 工学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成6年度） 工学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成7年度） 工学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成8年度） 工学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成9年度） 工学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成10年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成11年度） 工学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成12年度） 工学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成13年度） 工学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成14年度） 工学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成15年度） 工学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成16年度） 工学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成17年度） 工学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成18年度） 工学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 常勤職員の任免（平成31年・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 常勤職員の任免（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 常勤職員の任免（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

204



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2017年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
特定雇用職員の任免（平成31年・令和元年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 特定雇用職員の任免（令和3年度） 工学部事務⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成4年度） 工学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成5年度） 工学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成6年度） 工学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成7年度） 工学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成8年度） 工学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成9年度） 工学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成10年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成11年度） 工学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成12年度） 工学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成13年度） 工学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成14年度） 工学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成15年度） 工学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成16年度） 工学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成17年度） 工学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成18年度） 工学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員の任免（平成31年・令和元年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員の任免（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員の任免（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成4年度） 工学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成5年度） 工学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成6年度） 工学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成7年度） 工学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成8年度） 工学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成9年度） 工学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成10年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成11年度） 工学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成12年度） 工学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成13年度） 工学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成14年度） 工学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成15年度） 工学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成16年度） 工学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成17年度） 工学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成18年度） 工学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤講師の任免（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤講師の任免（平成31年・令和元年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤講師の任免（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2021年度 人事 任免 非常勤講師の任免（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免俸給 昇給関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免俸給 昇給関係（平成31年・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 昇給関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 昇給関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免社会保障 雇用保険関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免社会保障 雇用保険関係（平成31年・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成31年・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 名誉教授関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 名誉教授関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 叙位・叙勲関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 叙位・叙勲関係（平成31年・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 叙位・叙勲関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 叙位・叙勲関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告（平成31年・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 業績評価（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 業績評価（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 業績評価（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 業績評価（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 業績評価（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 業績評価（平成31年・令和元年度） 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 業績評価（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 業績評価（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員）（平成17年度） 自然科学研究科事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員）（平成18年度） 自然科学研究科事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 人事関係（平成23年度） 学術国際部国際企画課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 人事関係（平成24年度） 学術国際部国際企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 人事関係（平成25年度） 学術国際部国際企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 人事関係（平成26年度） 学術国際部国際企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 人事関係（平成27年度） 学術国際部国際企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 人事関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 人事関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障 人事関係
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 4年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断関係（平成17年度） 自然科学研究科事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2006年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断関係（平成18年度） 自然科学研究科事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2007年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断関係（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2008年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断関係（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2009年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断関係（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2010年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断関係（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2011年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2012年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2013年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査表・健康診断記録関係

（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2014年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者健康診断関係（平成26年

度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2015年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者健康診断関係（平成27年

度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2016年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査表・健康診断記録関係

（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫(工学) 理工系総務課⾧ 未定

2017年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 未定

2018年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 未定

2019年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断関係（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 未定

2020年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断関係（令和2年度・令和3年

度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 未定

2017年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断
健康診断（平成31年度・令和元年度・令和2

年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和3年度・令和4年度） 工学部事務⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク関係(各種申請・ライセンス管

理台帳))(平成29年度)
工学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク関係(注意喚起・通知等)(平成

29年度)
工学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係)(平

成29年度)
工学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係(イ

ンシデント･研修)(平成29年度)
工学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク関係(各種申請・ライセンス管

理台帳)(平成30年度)
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク関係(注意喚起・通知等)(平成

30年度)
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係(平

成30年度)
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係(イ

ンシデント･研修)(平成30年度)
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク関係(各種申請・ライセンス管

理台帳)(平成31年度・令和元年度)
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク関係(注意喚起・通知等)(平成

31年度・令和元年度)
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係(平

成31年度・令和元年度)
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係(イ

ンシデント･研修)(平成31年度・令和元年度)
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 例外措置申請書(令和元年度) 理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク関係(各種申請・ライセンス管

理台帳)(令和2年度)
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク関係(注意喚起・通知等)(令和2

年度)
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係(令

和2年度)
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係(イ

ンシデント･研修)(令和2年度)
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク関係(HW・SW・ライセンス管

理台帳)(令和2年度)
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 例外措置申請書(令和3年度以降) 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク関係(各種申請・ライセンス管

理台帳)(令和3年度)
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク関係(注意喚起・通知等)(令和3

年度)
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係(令

和3年度)
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係(イ

ンシデント･研修)(令和3年度)
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理 防災危機管理関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 防災危機管理関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
防災危機管理関係（平成31年度・令和元年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 防災危機管理関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理 防災危機管理関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
セコム安否確認サービス関係（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
セコム安否確認サービス関係（平成30年

度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
セコム安否確認サービス関係（平成31年

度・令和元年度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 セコム安否確認サービス（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理 セコム安否確認サービス（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
安全保障輸出管理（平成31年度・令和元年

度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 組織の設置改廃 学科⾧の指定（平成5年） 理学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 組織の設置改廃 学科⾧の指定（平成6年） 理学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃
ソフト分子活性化研究センター設置準備委

員会
理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃
ハドロン宇宙国際研究センター設置準備委

員会
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 点検・評価 千葉大学理学部活動報告1990−1992 理学部事務⾧ 1993年3月1日 30年 2023年2月28日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 点検・評価 千葉大学理学部自己点検・評価報告書 理学部事務⾧ 1999年8月1日 30年 2029年7月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 点検・評価 千葉大学理学部自己点検・評価報告書 理学部事務⾧ 2011年9月1日 30年 2041年8月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 点検・評価
千葉大学理学部・大学院理学研究院自己点

検・評価報告書
理工系総務課⾧ 2022年3月1日 30年 2052年2月28日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 点検・評価 ＲＥＳＥＡＲＣＨ ＡＣＴＩＶＩＴＩＥＳ 理学部事務⾧ 1999年10月1日 30年 2029年9月30日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 点検・評価 千葉大学理学部外部評価報告書 理学部事務⾧ 2000年3月1日 30年 2030年2月28日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 点検・評価
千葉大学理学部・理学研究科外部評価報告

書
理学部事務⾧ 2012年3月1日 30年 2042年2月28日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 点検・評価 大学評価・学位授与機構による大学評価 理学部事務⾧ 2000年12月1日 30年 2030年11月30日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 点検・評価 学内評価（平成13年度） 理学部事務⾧ 2001年10月1日 30年 2031年9月30日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 点検・評価 学内評価（平成14年度） 理学部事務⾧ 2002年10月1日 30年 2032年9月30日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成14年度） 理学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成15年度） 理学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成16年度） 理学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成17年度） 理学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成18年度） 理学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成19年度） 理学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成20年度） 理学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成21年度） 理学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成22年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成23年度） 理学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 第1教授会（平成4年度） 理学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 第1教授会（平成5年度） 理学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 第1教授会（平成6年度） 理学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 第1教授会（平成7年度） 理学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 第1教授会（平成8年度） 理学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 第1教授会（平成9年度） 理学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 第1教授会（平成10年度） 理学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 第1教授会（平成11年度） 理学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 第1教授会（平成12年度） 理学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 第1教授会（平成13年度） 理学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 第1教授会（平成14年度） 理学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 第1教授会（平成15年度） 理学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 第1教授会（平成16年度） 理学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 第1教授会（平成17年度） 理学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 第1教授会（平成18年度） 理学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 第1教授会（平成19年度） 理学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 第1教授会（平成20年度） 理学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 第1教授会（平成21年度） 理学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 第1教授会（平成22年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 第1教授会（平成23年度） 理学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 第1教授会（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 第1教授会（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 第1教授会（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 第1教授会（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 第1教授会（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 第1教授会（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 第1教授会（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 第1教授会（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 第1教授会（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 第1教授会（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 第2教授会（平成4年度） 理学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 第2教授会（平成5年度） 理学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 第2教授会（平成6年度） 理学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 第2教授会（平成7年度） 理学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 第2教授会（平成8年度） 理学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 第2教授会（平成9年度） 理学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 第2教授会（平成10年度） 理学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 第2教授会（平成11年度） 理学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 第2教授会（平成12年度） 理学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 第2教授会（平成13年度） 理学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 第2教授会（平成14年度） 理学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 第2教授会（平成15年度） 理学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 第2教授会（平成16年度） 理学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 第2教授会（平成17年度） 理学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 第2教授会（平成18年度） 理学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 第2教授会（平成19年度） 理学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 第2教授会（平成20年度） 理学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 第2教授会（平成21年度） 理学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 第2教授会（平成22年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 第2教授会（平成23年度） 理学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 第2教授会（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 第2教授会（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 第2教授会（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 第2教授会（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 第2教授会（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 第2教授会（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 第2教授会（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 第2教授会（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 第2教授会（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 第2教授会（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2017年度 管理運営 会議 代議員会（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 代議員会（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 代議員会（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 代議員会（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 代議員会（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 自己点検・評価委員会（平成11年度） 理学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 自己点検・評価委員会（平成23年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 自己点検・評価委員会（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 外部評価委員会（平成11年度） 理学部事務⾧ 1999年8月1日 30年 2029年7月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 外部評価委員会（平成23年度） 理学部事務⾧ 2011年9月1日 30年 2041年8月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 総務委員会(平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 総務委員会(平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年4月1日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 総務委員会(平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 総務委員会（令和２年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 総務委員会（令和３年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 国際交流委員会(平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 国際交流委員会(平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年4月1日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 国際交流委員会(平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 国際交流委員会(令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 国際交流委員会(令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
ソフト分子活性化研究センター運営委員会

（平成30年度）
理工系総務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
ソフト分子活性化研究センター運営委員会

（平成31年度）
理工系総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
ソフト分子活性化研究センター運営委員会

（令和2年度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
ソフト分子活性化研究センター運営委員会

（令和3年度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
ハドロン宇宙国際研究センター運営委員会

（令和2年度）
理工系総務課⾧ 2021年10月1日 30年 2051年9月30日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
ハドロン宇宙国際研究センター運営委員会

（令和3年度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
ハドロン宇宙国際研究センター教員会議

（令和3年度）
理工系総務課⾧ 2022年8月1日 30年 2052年7月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成4年度） 理学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成5年度） 理学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成6年度） 理学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成7年度） 理学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成8年度） 理学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成9年度） 理学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成10年度） 理学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成11年度） 理学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成12年度） 理学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成13年度） 理学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成14年度） 理学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成15年度） 理学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成16年度） 理学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成17年度） 理学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成18年度） 理学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成19年度） 理学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成20年度） 理学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成21年度） 理学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成22年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成23年度） 理学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程改正関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1985年度 管理運営 公印 公印簿（理学部⾧印・諸証明用作成） 理学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1985年度 管理運営 公印
公印簿（大学院理学研究科⾧印・諸証明用

作成）
理学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1986年度 管理運営 公印 公印簿（理学部⾧印作成） 理学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 公印 公印簿（大学院理学研究科⾧印廃止） 理学部事務⾧ 1998年6月1日 公印廃止後30年 2028年5月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 公印 公印簿（大学院理学研究科⾧印作成） 理学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 公印 公印簿（理学部事務⾧印廃止） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 公印廃止後30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 公印 公印簿（大学院理学研究院之印作成） 理学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2017年度 管理運営 公印 公印簿（大学院理学研究院⾧印作成） 理学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 公印 公印簿（大学院融合理工学府之院作成） 理学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 公印 公印簿（大学院融合理工学府⾧印作成） 理学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 公印
公印簿（ソフト分子活性化研究センター印

作成）
理学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 公印
公印簿（ソフト分子活性化研究センター⾧

印作成）
理学部事務⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印
公印簿（ハドロン宇宙国際研究センター印

作成）
理工系総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印
公印簿（ハドロン宇宙国際研究センター⾧

印作成）
理工系総務課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 理学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 理学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 理学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係

（平成29年度）
理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係

（平成30年度）
理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係

（平成31年度）
理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係

（令和2年度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理
情報セキュリティ及び個人情報保護関係

（令和3年度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年） 理学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年） 理学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 理工系総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年） 理工系総務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年） 理学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 理学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 理工系総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 理工系総務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 総務関係調査（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 企画政策課関係通知・調査（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 企画政策課関係通知・調査（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 企画政策課関係通知・調査（令和２年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 企画政策課関係通知・調査（令和３年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 人事関係通知・調査（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 人事関係通知・調査（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 人事関係通知・調査（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 人事関係通知・各種調査（令和２年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 人事関係通知・各種調査（令和３年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会(平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会(平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会(平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会(令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 生命倫理審査委員会(令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 理学部⾧候補者選挙（平成6年） 理学部事務⾧ 1994年2月1日 30年 2024年1月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 理学部⾧候補者選挙（平成6年） 理学部事務⾧ 1994年7月1日 30年 2024年6月30日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 理学部⾧候補者選挙（平成8年） 理学部事務⾧ 1996年6月1日 30年 2026年5月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 理学部⾧候補者選挙（平成10年） 理学部事務⾧ 1998年2月1日 30年 2028年1月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 理学部⾧候補者選挙（平成12年） 理学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 理学部⾧候補者選挙（平成14年） 理学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 理学部⾧候補者選挙（平成16年） 理学部事務⾧ 2004年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 理学部⾧候補者選挙（平成18年） 理学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 理学研究科⾧候補者選挙（平成20年） 理学部事務⾧ 2008年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 理学研究科⾧候補者選挙（平成22年） 理学部事務⾧ 2010年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 研究科⾧選挙・評議員選挙（平成24年） 理学部事務⾧ 2012年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 研究科⾧選挙・評議員選挙（平成26年） 理学部事務⾧ 2014年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 研究科⾧選挙・評議員選挙（平成28年） 理学部事務⾧ 2016年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 研究院⾧選挙・評議員選挙（平成30年） 理学部事務⾧ 2018年1月1日 30年 2048年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2019年度 人事 任免 研究院⾧選挙・評議員選挙（令和２年） 理工系総務課⾧ 2020年1月1日 30年 2050年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 研究院⾧選挙・評議員選挙（令和４年） 理工系総務課⾧ 2022年1月1日 30年 2052年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1986年度 人事 任免 任免関係（昭和61年度） 理学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1987年度 人事 任免 任免関係（昭和62年度） 理学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1988年度 人事 任免 任免関係（昭和63年度） 理学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1989年度 人事 任免 任免関係（昭和64年度） 理学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1989年度 人事 任免 任免関係（平成元年度） 理学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1990年度 人事 任免 任免関係（平成2年度） 理学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1991年度 人事 任免 任免関係（平成3年度） 理学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 任免関係（平成4年度） 理学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 任免関係（平成5年度） 理学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 任免関係（平成6年度） 理学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 任免関係（平成7年度） 理学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 任免関係（平成8年度） 理学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 任免関係（平成9年度） 理学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 任免関係（平成10年度） 理学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 任免関係（平成11年度） 理学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 任免関係（平成12年度） 理学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 任免関係（平成13年度） 理学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 任免関係（平成14年度） 理学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 任免関係（平成15年度） 理学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 任免関係（平成16年度） 理学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 任免関係（平成17年度） 理学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 任免関係（平成18年度） 理学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 任免関係（平成19年度） 理学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 任免関係（平成20年度） 理学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 任免関係（平成21年度） 理学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 任免関係（平成22年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 任免関係（平成23年度） 理学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 任免関係（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 任免関係（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 任免関係（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 任免関係（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 任免関係（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 任免関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 任免関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 任免関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 任免関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 任免関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤講師（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤講師（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤講師（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤講師（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤講師（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤講師（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤講師（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤講師（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤講師（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤講師（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 客員称号付与（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 客員称号付与（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 客員称号付与（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 客員称号付与（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 客員称号付与（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免
非常勤職員・特定雇用教職員（平成24年

度）
理学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免
非常勤職員・特定雇用教職員（平成25年

度）
理学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
非常勤職員・特定雇用教職員（平成26年

度）
理学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員・特定雇用職員（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員・特定雇用職員（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員・特定雇用職員（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員・特定雇用職員（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員・特定雇用職員（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員・特定雇用職員（令和２年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員（令和３年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2021年度 人事 任免 特定雇用職員（令和３年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免
人事記録（非常勤・特定雇用）（平成24年

度）
理学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免
人事記録（非常勤・特定雇用）（平成25年

度）
理学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
人事記録（非常勤・特定雇用）（平成26年

度）
理学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
人事記録（非常勤・特定雇用）（平成27年

度）
理学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
人事記録（非常勤・特定雇用）（平成28年

度）
理学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
人事記録（非常勤・特定雇用）（平成29年

度）
理学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
人事記録（非常勤・特定雇用）（平成30年

度）
理学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
人事記録（非常勤・特定雇用）（平成31年

度）
理学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
人事記録（非常勤・特定雇用）（令和２年

度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
人事記録（非常勤・特定雇用）（令和３年

度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 電子 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 年俸制業績評価（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の評価 テニュア・トラック関係（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の評価 テニュア・トラック関係（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 テニュア・トラック関係（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 テニュアトラック関係（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 テニュアトラック関係（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 テニュアトラック関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 テニュアトラック関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 テニュアトラック関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 テニュアトラック関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 テニュアトラック関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障 雇用保険（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 4年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 4年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 4年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 4年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 勤務時間報告書（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 勤務時間報告書（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 勤務時間報告書（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 勤務時間報告書（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 勤務時間報告書（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 勤務時間報告書（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 勤務時間報告書（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 勤務時間報告書（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 勤務時間報告書（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 勤務時間報告書（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 俸給 昇給関係（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 俸給 昇給関係（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 俸給 昇給関係（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 俸給 昇給関係（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 昇給関係（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給 昇給関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 昇給関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2019年度 人事 俸給 昇給関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 昇給関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 昇給関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境 職場巡視（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境 職場巡視（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 職場巡視（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 職場巡視（令和２年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 職場巡視（令和３年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成18年度） 理学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成19年度） 理学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成20年度） 理学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成21年度） 理学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成22年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成23年度） 理学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 叙位・叙勲（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 表彰・名義使用 永年勤続者表彰（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 表彰・名義使用 永年勤続者表彰（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用 永年勤続者表彰（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 表彰・名義使用 永年勤続者表彰（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用 永年勤続者表彰（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 永年勤続者表彰（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 永年勤続者表彰（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 永年勤続者表彰（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用 永年勤続者表彰（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用 永年勤続者表彰（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成4年度） 理学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成5年度） 理学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成6年度） 理学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成7年度） 理学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成8年度） 理学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成9年度） 理学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成10年度） 理学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成11年度） 理学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成12年度） 理学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成13年度） 理学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成14年度） 理学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成15年度） 理学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成16年度） 理学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成17年度） 理学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成18年度） 理学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成19年度） 理学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成20年度） 理学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成21年度） 理学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成22年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成23年度） 理学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 名誉教授関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2061年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 名誉教授関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2062年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2017年度 人事 称号授与 グランドフェロー（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 グランドフェロー（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 グランドフェロー（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 グランドフェロー（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 グランドフェロー（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 病気療養報告（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 病気療養報告（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 病気療養報告（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

10年度）
理学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

1999年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

11年度）
理学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2000年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

12年度）
理学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2001年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

13年度）
理学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2002年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

14年度）
理学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2003年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

15年度）
理学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2004年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

16年度）
理学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2005年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

17年度）
理学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2006年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

18年度）
理学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2007年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

19年度）
理学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2008年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

20年度）
理学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2009年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

21年度）
理学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2010年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

22年度）
理学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2011年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

23年度）
理学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2012年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

24年度）
理学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2013年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

25年度）
理学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2014年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

26年度）
理学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2015年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

27年度）
理学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2016年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

28年度）
理学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2017年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

29年度）
理学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2018年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

30年度）
理学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2019年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

31年度）
理学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 未定

2020年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（令和2

年度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 未定

2021年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（令和3

年度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 未定

2000年度 国際 国際交流協定
部局間協定（インドネシア科学院地質工学

研究開発センター）
理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 国際 国際交流協定
部局間協定（中国科学院

寒区早区環境与工程研究所
理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 国際 国際交流協定
部局間協定（インドネシア気象・気候・地

球物理庁）
理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 国際 国際交流協定
部局間協定（北京大学

地球及び空間科学学院）
理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定
部局間協定（国立中央大学

地球科学学院）
理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定
部局間協定（チャップマン大学地球システ

ムモデリング観測センター）
理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定 部局間協定（チャップマン大学） 理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定 部局間協定（ハワイ大学マノア校数学科） 理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 国際 国際交流協定 部局間協定（バジリカータ大学工学部） 理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 国際 国際交流協定
部局間協定（ウォータールー大学 レニソン

ユニバーシティ カレッジ）
理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定
部局間協定（中国南方科技大学地球与空間

科学系）
理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定
部局間協定（吉林大学

儀器科学与電気工程学院）
理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定
部局間協定（北京大学深セン研究生院 地震

活動予測技術研究センター）
理学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 国際関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 国際関係（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 国際関係（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定 国際関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流協定 国際関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（平成30年度） 理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 学内競争的資金
理学系アソシエーション研究支援事業（平

成29年度）
理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 学内競争的資金
理学系アソシエーション研究支援事業（平

成30年度）
理学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 学内競争的資金
理学系アソシエーション研究支援事業（平

成31年度）
理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 学内競争的資金
理学系アソシエーション研究支援事業（令

和2年度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2021年度 研究協力 学内競争的資金
理学系アソシエーション研究支援事業（令

和3年度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 研究協力 許認可 無線標定移動局開設 理学部事務⾧ 2002年12月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 研究協力 許認可 測量士，測量士補資格認定 理学部事務⾧ 2007年5月1日 常用 未定 紙 書庫（理学） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 研究倫理教育（理学）（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 研究倫理教育（理学）（平成31度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 研究倫理教育（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 研究倫理教育（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 環境ISO（平成31年度） 理学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全 環境ISO（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全 環境ISO（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成7年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成8年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成9年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成10年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成22年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係（令和2年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係（令和3年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 公印
公印の作成・改刻・廃止関係（平成27年

度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター協議

員会（平成12年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター協議

員会（平成13年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター協議

員会（平成14年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター協議

員会（平成15年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

委員会（平成7年度）

環境リモートセンシング研

究センター⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

委員会（平成8年度）

環境リモートセンシング研

究センター⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

委員会（平成9年度）

環境リモートセンシング研

究センター⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

委員会（平成10年度）

環境リモートセンシング研

究センター⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

委員会（平成11年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成12年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成13年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成14年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成15年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成16年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成17年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成18年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成19年度）
学術国際部研究協力課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成20年度）
学術国際部研究協力課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成21年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成22年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成23年度）
工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター運営

協議会（平成24年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター教員

会議（平成16年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター教員

会議（平成17年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄
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2006年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター教員

会議（平成18年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター教員

会議（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター教員

会議（平成26年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター教員

会議（平成27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター教員

会議（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター教員

会議（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター教員

会議（平成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター教員

会議（令和元年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター教員

会議（令和2年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター拠点

運営委員会（平成27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター拠点

運営委員会（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター拠点

運営委員会（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター拠点

運営委員会（平成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター拠点

運営委員会（令和元年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター拠点

運営委員会（令和2年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
環境リモートセンシング研究センター拠点

運営委員会（令和3年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 広報 センター概要（平成7年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
1997年3月1日 30年 2027年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報 センター概要（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2001年3月1日 30年 2031年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 センター概要（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2003年3月1日 30年 2033年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 センター概要（平成19年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2008年3月1日 30年 2038年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報 センター概要（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報 センター概要（平成22年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報 センター概要（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 広報 センター概要（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 広報 センター概要（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 センター概要（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 センター概要（令和2年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 センター概要（令和3年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 広報 センター年報（平成7年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
1997年3月1日 30年 2027年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 広報 センター年報（平成8年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
1998年3月1日 30年 2028年2月29日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報 センター年報（平成9年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
1999年3月1日 30年 2029年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報 センター年報（平成10年度）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
2000年3月1日 30年 2030年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報 センター年報（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2001年3月1日 30年 2031年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報 センター年報（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 センター年報（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 センター年報（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2004年3月1日 30年 2034年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報 センター年報（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2005年3月1日 30年 2035年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 センター年報（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2006年3月1日 30年 2036年2月29日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報 センター年報（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2007年3月1日 30年 2037年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 センター年報（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2008年3月1日 30年 2038年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 センター年報（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報 センター年報（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 広報 センター年報（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報 センター年報（平成22年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報 センター年報（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報 センター年報（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 広報 センター年報（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 広報 センター年報（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 広報 センター年報（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 広報 センター年報（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 センター年報（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 センター年報（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 センター年報（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 センター年報（令和2年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 センター年報（令和3年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免
環境リモートセンシング研究センター⾧候

補者選挙（平成9年）

環境リモートセンシング研

究センター⾧
1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免
環境リモートセンシング研究センター⾧候

補者選挙（平成10年）

環境リモートセンシング研

究センター⾧
2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免
環境リモートセンシング研究センター⾧候

補者選挙（平成12年）
総務部研究支援事務室⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免
環境リモートセンシング研究センター⾧候

補者選挙（平成13年）
総務部研究支援事務室⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免
環境リモートセンシング研究センター⾧候

補者選挙（平成15年）
総務部研究支援事務室⾧ 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免
環境リモートセンシング研究センター⾧候

補者選挙（平成17年）
企画総務部研究協力課⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免
環境リモートセンシング研究センター⾧候

補者選挙（平成19年）
企画総務部研究協力課⾧ 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 点検・評価 外部評価報告書（平成9年）
環境リモートセンシング研

究センター⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 点検・評価 外部評価報告書（平成12年） 総務部研究支援事務室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄
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1999年度 管理運営 点検・評価 外部評価報告書（平成15年） 総務部研究支援事務室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 点検・評価 外部評価報告書（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 点検・評価 外部評価報告書（令和2年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 平成29年文書処理簿 工学系事務センター⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 平成30年文書処理簿 工学系事務センター⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 平成31年文書処理簿
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 令和２年文書処理簿
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年1月1日 5年 2025年12月31日 電子 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄 共有サーバ内

2020年度 管理運営 情報資産管理 令和３年文書処理簿
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年1月1日 5年 2026年12月31日 電子 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄 共有サーバ内

2021年度 管理運営 情報資産管理 令和４年文書処理簿
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2023年1月1日 5年 2027年12月31日 電子 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄 共有サーバ内

2012年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年） 工学系事務センター⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年） 工学系事務センター⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和２年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和３年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和４年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年1月1日 5年 2027年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年） 工学系事務センター⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年） 工学系事務センター⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和２年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和３年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和4年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2023年1月1日 5年 2027年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調書等（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調書等（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調書等（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調書等（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調書等（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 式典・行事
環境リモートセンシング研究センター20周

年式典関係
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当
諸手当関係（期末・勤勉手当）（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当
諸手当関係（期末・勤勉手当）（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当
諸手当関係（期末・勤勉手当）（令和元年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当
諸手当関係（期末・勤勉手当）（令和２年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当
諸手当関係（期末・勤勉手当）（令和３年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 常勤人事関係（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 常勤人事関係（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 常勤人事関係（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 常勤人事関係（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 常勤人事関係（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 常勤人事関係（平成22年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 常勤人事関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄
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2012年度 人事 任免 常勤人事関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 常勤人事関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 常勤人事関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 常勤人事関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 常勤人事関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 常勤人事関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 常勤人事関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 常勤人事関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 常勤人事関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 常勤人事関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成17年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成18年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成19年度）
学術国際部研究協力課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成20年度）
学術国際部研究協力課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成21年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成22年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成23年度）
工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成24年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成26年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（令和元年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（令和２年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（令和３年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 教員の選考・審査関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 教員の選考・審査関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 教員の選考・審査関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 定期評価・業績評価関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与 栄典・表彰関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与 栄典・表彰関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与 栄典・表彰関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 栄典・表彰関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与 栄典・表彰関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 栄典・表彰関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 栄典・表彰関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 栄典・表彰関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 栄典・表彰関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 栄典・表彰関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 国費留学生給与簿（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 国費留学生給与簿（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 国費留学生給与簿（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 国費留学生給与簿（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 研究生・外国人留学生関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 研究生・外国人留学生関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 研究生・外国人留学生関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 研究生・外国人留学生関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄
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2021年度 学務 留学 研究生・外国人留学生関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 各種証明書発行関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 各種証明書発行関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 各種証明書発行関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 各種証明書発行関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 各種証明書発行関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用研究（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用研究（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用研究（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用研究（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用研究（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用・共同研究拠点（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA
リサーチ・アシスタント関係（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA
リサーチ・アシスタント関係（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
リサーチ・アシスタント関係（令和元年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA
リサーチ・アシスタント関係（令和２年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA
リサーチ・アシスタント関係（令和３年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 研究倫理（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 研究倫理（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 研究倫理（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 研究倫理（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 研究倫理（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 日誌 清掃業務日誌（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1997年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（中国科学院安徽光学精密機

械研究所）

環境リモートセンシング研

究センター⾧
未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1998年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（中国科学院大気物理研究

所）

環境リモートセンシング研

究センター⾧
未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（モンゴル科学技術大学物質

科学部）
総務部研究支援事務室⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 国際 国際交流協定
部局間協定書（インドネシアウダヤナ大学

海洋リモートセンシング研究センター）
総務部研究支援事務室⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 国際シンポジウム（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 国際シンポジウム（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 国際シンポジウム（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 国際シンポジウム（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 国際シンポジウム（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 経済産業省報告完了後5年未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 経済産業省報告完了後5年未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 経済産業省報告完了後5年未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 経済産業省報告完了後5年未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 経済産業省報告完了後5年未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 経済産業省報告完了後5年未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 経済産業省報告完了後5年未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 経済産業省報告完了後5年未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 経済産業省報告完了後5年未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 経済産業省報告完了後5年未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者受入申請報告（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者受入申請報告（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者受入申請報告（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者受入申請報告（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者受入申請報告（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 その他国際交流関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 その他国際交流関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 その他国際交流関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定 その他国際交流関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流協定 その他国際交流関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス感染症（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 20年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 移管 新型コロナウイルス感染症関連の文書

2021年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス感染症（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 移管 新型コロナウイルス感染症関連の文書
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満了時の
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1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成22年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 公印
公印の作成・改刻・廃止関係（平成27年

度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター運営委員

会（平成11年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター運営委員

会（平成12年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター運営委員

会（平成13年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター運営委員

会（平成14年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター運営委員

会（平成15年度）
総務部研究支援事務室⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター運営委員

会（平成16年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成17年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成18年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成19年度）
学術国際部研究協力課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成20年度）
学術国際部研究協力課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成21年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成22年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成23年度）
工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成24年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成26年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（平成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（令和元年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（令和２年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
海洋バイオシステム研究センター教員会議

（令和３年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報 センター概要（平成11年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2001年3月1日 30年 2031年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報 センター年報（平成12年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2002年3月1日 30年 2032年2月29日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 センター年報（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2003年3月1日 30年 2033年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 センター年報（平成14年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2004年3月1日 30年 2034年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報 センター年報（平成15年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2005年3月1日 30年 2035年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 センター年報（平成16年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2006年3月1日 30年 2036年2月29日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 外部評価報告書（平成13年度） 総務部研究支援事務室⾧ 2003年3月1日 30年 2033年2月28日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 平成29年文書処理簿 工学系事務センター⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 平成30年文書処理簿 工学系事務センター⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 平成31年文書処理簿
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 令和２年文書処理簿
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年1月1日 5年 2025年12月31日 電子 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄 共有サーバ内

2020年度 管理運営 情報資産管理 令和３年文書処理簿
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年1月1日 5年 2026年12月31日 電子 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄 共有サーバ内

2021年度 管理運営 情報資産管理 令和４年文書処理簿
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2023年1月1日 5年 2027年12月31日 電子 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄 共有サーバ内

2012年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄
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2016年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年） 工学系事務センター⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年） 工学系事務センター⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和３年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和４年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2023年1月1日 5年 2027年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年） 工学系事務センター⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年） 工学系事務センター⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和３年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和４年）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2023年1月1日 5年 2027年12月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 学校基本調査関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調書等（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調書等（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調書等（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調書等（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調書等（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当
諸手当関係（期末・勤勉手当）（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当
諸手当関係（期末・勤勉手当）（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当
諸手当関係（期末・勤勉手当）（令和元年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当
諸手当関係（期末・勤勉手当）（令和２年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当
諸手当関係（期末・勤勉手当）（令和３年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 常勤人事関係（平成17年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 常勤人事関係（平成18年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 常勤人事関係（平成19年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 常勤人事関係（平成20年度） 学術国際部研究協力課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 常勤人事関係（平成21年度） 学術国際部研究推進課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 常勤人事関係（平成22年度） 企画総務部研究協力課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 常勤人事関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 常勤人事関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 常勤人事関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 常勤人事関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 常勤人事関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 常勤人事関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 常勤人事関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 常勤人事関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 常勤人事関係（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 常勤人事関係（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 常勤人事関係（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成17年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成18年度）
企画総務部研究協力課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成19年度）
学術国際部研究協力課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成20年度）
学術国際部研究協力課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄
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2009年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成21年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成22年度）
学術国際部研究推進課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成23年度）
工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成24年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成26年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（平成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（令和元年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（令和２年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
非常勤職員・非常勤講師・特定雇用職員の

任免（令和３年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理
自家用電気工作物点検報告書（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理
自家用電気工作物点検報告書（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理
自家用電気工作物点検報告書（令和元年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 施設 施設維持管理
自家用電気工作物点検報告書（令和２年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理
自家用電気工作物点検報告書（令和３年

度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 施設管理
千葉大学海洋バイオシステム研究センター

利用申込書（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 施設管理
千葉大学海洋バイオシステム研究センター

利用申込書（平成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理
千葉大学海洋バイオシステム研究センター

利用申込書（令和元年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理
千葉大学海洋バイオシステム研究センター

利用申込書（令和２年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理
千葉大学海洋バイオシステム研究センター

利用申込書（令和３年度）

西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 特別採捕（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 特別採捕（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 特別採捕（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 特別採捕（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 特別採捕（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 国際交流関係等（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 国際交流関係等（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 国際交流関係等（令和元年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定 国際交流関係等（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流協定 国際交流関係等（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス感染症（令和２年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2021年4月1日 20年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 移管 新型コロナウイルス感染症関連の文書

2021年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス感染症（令和３年度）
西千葉地区事務部理工系総

務課⾧
2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 理工系総務課⾧ 移管 新型コロナウイルス感染症関連の文書

2004年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員会議（平成16年度）
工学系事務センター⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員会議（平成17年度）
工学系事務センター⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員会議（平成18年度）
工学系事務センター⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員会議（平成19年度）
工学系事務センター⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員会議（平成20年度）
工学系事務センター⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員会議（平成21年度）
工学系事務センター⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員会議（平成22年度）
工学系事務センター⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員会議（平成23年度）
工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員会議（平成24年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員会議・臨時教員会議（平成24年
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員会議（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター教員選考会議（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員会議（平

成26年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員会議（平

成27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員会議（平

成28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員会議（平

成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員会議（平

成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員会議（平

成31年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員会議（令

和2年度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員会議（令

和3年度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター臨時教員会議（平成16年度）
工学系事務センター⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター臨時教員会議（平成17年度）
工学系事務センター⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター臨時教員会議（平成18年度）
工学系事務センター⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター臨時教員会議（平成19年度）
工学系事務センター⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター臨時教員会議（平成20年度）
工学系事務センター⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター臨時教員会議（平成21年度）
工学系事務センター⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員選考会議

（平成26年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員審査委員

会（平成27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員審査委員

会（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄
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2017年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員審査委員

会（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員審査委員

会（平成30年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員審査委員

会（平成31年度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員審査委員

会（令和2年度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
フロンティア医工学センター教員審査委員

会（令和3年度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査
フロンティア医工学センター予備調査につ

いて
工学系事務センター⾧ 2018年2月16日 8年 2026年2月15日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成27年

度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成28年

度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（平成31年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（令和2年

度）
理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画（令和3年

度）
理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 総務関係/情報保護（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 総務関係（調査・通知等）（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 総務関係（調査・通知等）（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 総務関係（調査・通知等）（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 総務関係（調査・通知等）（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 情報関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 情報関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 情報関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 情報関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年） 工学系事務センター⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年） 工学系事務センター⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 理工系総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年） 理工系総務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度・非常勤職員等） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度・非常勤職員等）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年度・非常勤職員等）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年度・非常勤職員等） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年度・非常勤職員等） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 休暇簿(平成29年） 工学系事務センター⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿(平成30年） 工学系事務センター⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿(平成31年）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿(令和2年） 理工系総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿(令和3年） 理工系総務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度・非常勤職員等） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度・非常勤職員等）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度・非常勤職員等）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度・非常勤職員等） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年度・非常勤職員等） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 裁量労働制に係る関係書類（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 裁量労働制に係る関係書類（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 裁量労働制に係る関係書類（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 裁量労働制に係る関係書類（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 裁量労働制に係る関係書類（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 公印 公印の作成・廃棄 工学系事務センター⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 工学系事務センター⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 工学系事務センター⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成16年度） 工学系事務センター⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成17年度） 工学系事務センター⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成18年度） 工学系事務センター⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄
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2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成19年度） 工学系事務センター⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成20年度） 工学系事務センター⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成21年度） 工学系事務センター⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成22年度） 工学系事務センター⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書（平成25年度） 工学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年6月1日 30年 2046年5月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年6月1日 30年 2050年5月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 教員総覧（平成16年度） 工学系事務センター⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報 教員総覧（平成17年度） 工学系事務センター⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 教員総覧（平成18年度） 工学系事務センター⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 教員総覧（平成19年度） 工学系事務センター⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報 教員総覧（平成20年度） 工学系事務センター⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 広報 教員総覧（平成21年度） 工学系事務センター⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報 教員総覧（平成22年度） 工学系事務センター⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ターパンフレット（平成23年度）
工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2004年度 管理運営 広報
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター要覧（平成16年度）
工学系事務センター⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2005年度 管理運営 広報
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター要覧（平成17年度）
工学系事務センター⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2006年度 管理運営 広報
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター要覧（平成18年度）
工学系事務センター⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2007年度 管理運営 広報
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター要覧（平成19年度）
工学系事務センター⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2008年度 管理運営 広報
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター要覧（平成20年度）
工学系事務センター⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2009年度 管理運営 広報
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター要覧（平成21年度）
工学系事務センター⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2010年度 管理運営 広報
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター要覧（平成22年度）
工学系事務センター⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2011年度 管理運営 広報
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター年報（平成23年度）
工学系事務センター⾧ 2012年6月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2012年度 管理運営 広報
フロンティアメディカル工学研究開発セン

ター年報（平成24年度）
工学系事務センター⾧ 2013年6月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2013年度 管理運営 広報
フロンティア医工学センター年報（平成25

年度）
工学系事務センター⾧ 2014年6月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2014年度 管理運営 広報
フロンティア医工学センター年報（平成26

年度）
工学系事務センター⾧ 2015年6月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2015年度 管理運営 広報
フロンティア医工学センター年報(平成27年

度）
工学系事務センター⾧ 2016年6月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2016年度 管理運営 広報
フロンティア医工学センター年報(平成28年

度）
工学系事務センター⾧ 2017年6月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2017年度 管理運営 広報
フロンティア医工学センター年報(平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年6月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2018年度 管理運営 広報
フロンティア医工学センター年報(平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年6月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2019年度 管理運営 広報
フロンティア医工学センター年報(平成31年

度）
理工系総務課⾧ 2020年6月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2020年度 管理運営 広報
フロンティア医工学センター年報(令和2年

度）
理工系総務課⾧ 2021年6月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2014年度 人事 任免 任免等発令関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2015年度 人事 任免 常勤職員任免関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2016年度 人事 任免 常勤職員任免関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2017年度 人事 任免 常勤職員任免関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2018年度 人事 任免 常勤職員任免関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2019年度 人事 任免 常勤職員任免関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2020年度 人事 任免 常勤職員任免関係（令和2年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2021年度 人事 任免 常勤職員任免関係（令和3年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 未定

2012年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免
任免関係（特定雇用教職員・非常勤職員・

非常勤講師）（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
非常勤職員等労働条件通知書（平成30年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員等労働条件通知書（平成31年

度）

理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員等選考資料（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄
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2017年度 人事 TA/RA リサーチアシスタント（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA リサーチアシスタント（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA リサーチアシスタント（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA リサーチアシスタント（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA リサーチアシスタント（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 研修関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 研修関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 教員の定期評価関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 教員の定期評価関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教員の定期評価関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教員の定期評価関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員の定期評価関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員の定期評価関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 年俸制・業績評価（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 年俸制・業績評価（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 年俸制・業績評価（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 年俸制・業績評価（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 年俸制・業績評価（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 年俸制・業績評価（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 年俸制・業績評価（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 年俸制・業績評価（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 テニュアトラック審査関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 テニュアトラック審査関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 テニュアトラック審査関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 テニュアトラック審査関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 テニュアトラック審査関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 テニュアトラック審査関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 テニュアトラック審査関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 名誉教授関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 名誉教授関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 剽窃チェックツール（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 削除後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 剽窃チェックツール（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 削除後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 剽窃チェックツール（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 削除後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 剽窃チェックツール（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 削除後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 剽窃チェックツール（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 削除後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 剽窃チェックツール（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 削除後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 剽窃チェックツール（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 削除後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 経済産業省報告完了後7年未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 経済産業省報告完了後7年未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 経済産業省報告完了後7年未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 経済産業省報告完了後7年未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 経済産業省報告完了後7年未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 経済産業省報告完了後7年未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 経済産業省報告完了後7年未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 発明・特許関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 発明・特許関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 発明・特許関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 発明・特許関係（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 発明・特許関係（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 発明・特許関係（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄
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2021年度 研究協力 許認可 発明・特許関係（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流事業 外国人来訪者受入報告（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流事業 外国人来訪者受入報告（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流事業 外国人来訪者受入報告（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流事業 外国人来訪者受入報告（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流事業 外国人来訪者受入報告（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2004年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成16年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2005年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成17年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2006年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成18年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2007年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成19年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2008年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成20年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2009年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成21年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2010年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成22年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2011年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2016年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成30年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（令和2年度） 理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（令和3年度） 理工系総務課⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成31年度）
理工系事務部企画・研究支

援課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和2年度） 理工系総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和3年度） 理工系総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ） 理工系総務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 不動産貸付（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫(工） 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 不動産貸付（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫(工） 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 不動産貸付（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫(工） 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 不動産貸付（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫(工） 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 不動産貸付（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫(工） 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 不動産貸付（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫(工） 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 不動産貸付（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 書庫(工） 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 国費留学生関係【大学院】（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 国費留学生関係【大学院】（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 国費留学生関係【大学院】（令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 国費留学生関係【大学院】（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 国費留学生関係【大学院】（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 国費留学生関係【学部】（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 国費留学生関係【学部】（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 国費留学生関係【学部】（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 国費留学生関係【学部】（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 国費留学生関係【学部】（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 留学 安全保障輸出管理関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 留学 安全保障輸出管理関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学
安全保障輸出管理関係【大学院】（平成29

年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学
安全保障輸出管理関係【大学院】（平成30

年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
安全保障輸出管理関係【大学院】（令和元

年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学
安全保障輸出管理関係【大学院】（令和2年

度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学
安全保障輸出管理関係【大学院】（令和3年

度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学
安全保障輸出管理関係【学部】（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学
安全保障輸出管理関係【学部】（平成30年

度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
安全保障輸出管理関係【学部】（令和元年

度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 就職・学生支援委員会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 就職・学生支援委員会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学部教育委員会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学部教育委員会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学部教育委員会（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学部入学試験委員会（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学部入学試験委員会（平成30年度） 工学系事務センター⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学部入学試験委員会（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
工学研究院大学院学務委員会（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
工学研究院大学院学務委員会（平成30年

度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
工学研究院大学院学務委員会（平成31年

度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄
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2020年度 管理運営 会議 工学研究院大学院学務委員会（令和2年度） 工学部事務⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 工学研究院大学院学務委員会（令和3年度） 工学部事務⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学部入学試験委員会（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 通知通達 工学部教務関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 通知通達 工学部教務関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 工学部教務関係（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 工学部教務関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
一級建築士試験の受験資格認定関係（平成

10年度）
工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 資格認定
一級建築士試験の受験資格認定関係（平成

20年度）
工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定
一級建築士試験の受験資格認定関係（平成

29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
二級建築士試験の受験資格認定関係（平成

10年度）
工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 資格認定
二級建築士試験の受験資格認定関係（平成

15年度）
工学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定
二級建築士試験の受験資格認定関係（平成

29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1994年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定関係（平成6

年度）
工学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定関係（平成

13年度）
工学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 資格認定 電気主任技術者関係（平成15年度） 工学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 資格認定 電気主任技術者関係（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定関係（平成

15年度）
工学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定関係（平成

19年度）
工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定関係（平成

20年度）
工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定関係（平成

28年度）
工学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定
電気主任技術者資格等学校認定関係（平成

29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1993年度 学務 資格認定
無線従事者国家試験を免除する学校等の認

定関係（平成5年度）
工学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定
無線従事者国家試験を免除する学校等の認

定関係（平成10年度）
工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定
無線従事者国家試験を免除する学校等の認

定関係（平成13年度）
工学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 資格認定
無線従事者国家試験を免除する学校等の認

定関係（平成20年度）
工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査関係（平成9年度～）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査関係（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査関係（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査関係（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成20年度） 工学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（昭和63年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文審査関係（平成元年度～平成7年

度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成8年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成9年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成10年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成11年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成12年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成13年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成14年度） 自然科学研究科等事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成15年度） 自然科学研究科等事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成16年度） 自然科学研究科事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成17年度） 自然科学研究科事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文審査関係（平成18年度） 自然科学研究科事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 春期学位論文審査（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 春期学位論文審査（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 春期学位論文審査（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 春期学位論文審査（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 春期学位論文審査（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 春期学位論文審査（令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 春期学位論文審査（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄
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2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 春期学位論文審査（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 秋期学位論文審査（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 秋期学位論文審査（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 秋期学位論文審査（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 秋期学位論文審査（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 秋期学位論文審査（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 秋期学位論文審査（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 秋期学位論文審査（令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 秋期学位論文審査（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 秋期学位論文審査（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士学位授与（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士学位授与（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士学位授与（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士学位授与（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士学位授与（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士学位授与（令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士の学位授与（課程博士）（平成26年

度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士の学位授与（課程博士）（平成27年

度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士の学位授与（課程博士）（平成28年

度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士の学位授与（課程博士）（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士の学位授与（論文博士）（平成26年

度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士の学位授与（論文博士）（平成27年

度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士の学位授与（論文博士）（平成28年

度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士の学位授与（論文博士）（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査申請書（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査申請書（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査申請書（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査申請書（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査申請書（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文審査申請書（令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査協力経費（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査協力経費（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査協力経費（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査協力経費（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査協力経費（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査協力経費（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査協力経費（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査協力経費（令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査協力経費（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位論文審査協力経費（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 インターンシップ関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 インターンシップ関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 インターンシップ関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 インターンシップ関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 インターンシップ関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 インターンシップ関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 シラバス関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 シラバス関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 シラバス関係（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 時間割表関係【大学院】（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 時間割表関係【学部】（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 時間割表関係【学部】（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 時間割表関係【学部】（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
実施教科・科目関係【大学院】（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
実施教科・科目関係【学部】（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業
実施教科・科目関係【学部】（平成30年

度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業
実施教科・科目関係【学部】（令和元年

度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 実施教科・科目関係【学部】（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 実施教科・科目関係【学部】（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成10年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成11年度） 工学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成12年度） 工学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成13年度） 工学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成14年度） 工学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄
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2003年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成15年度） 工学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2004年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成16年度） 工学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成17年度） 工学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成18年度） 工学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成19年度） 工学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成20年度） 工学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成21年度） 工学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成22年度） 工学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成23年度） 工学系事務センター⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成24年度） 工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成25年度） 工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教職課程関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 教職課程関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教職課程関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教育職員免許状関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教職関係・教員免許状関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教職関係・教員免許状関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教育職員免許状関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教育職員免許状関係（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教職関係・教員免許状関係（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 教職関係・教員免許状関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 通知通達
融合理工学府工学研究科融合科学研究科教

務関係（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 通知通達
融合理工学府工学研究科融合科学研究科教

務関係（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達
融合理工学府工学研究科融合科学研究科教

務関係（令和2年度）
工学部事務⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教職関係・教員免許状関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業
工場見学・実習、見学旅行関係（令和元年

度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業
工場見学・実習、見学旅行関係（令和2年

度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業
工場見学・実習、見学旅行関係（令和3年

度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1949年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和24年度～） 工学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1953年度 学務 指導要録
指導要録関係（工業短期大学部）（昭和28

年度～）
工学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2019年度 学務 教育課程・授業
学生の出張・派遣・引率（帯同届）（平成

31年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業
学生の出張・派遣・引率（帯同届）（令和2

年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業
学生の出張・派遣・引率（帯同届）（令和3

年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1965年度 学務 指導要録
指導要録関係（大学院工学研究科）（昭和

40年度～）
工学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2019年度 学務 証明書発行 証明書発行台帳（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書発行 証明書発行台帳（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書発行 証明書発行台帳（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動
自然科学研究科身分異動関係（平成24年

度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
自然科学研究科身分異動関係（平成25年

度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 自然科学研究科身分異動（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動
工学研究科融合科学研究科自然科学研究科

身分異動関係（平成24年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
工学研究科融合科学研究科自然科学研究科

身分異動関係（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
工学研究科融合科学研究科身分異動（平成

26年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
工学研究科融合科学研究科身分異動（平成

27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
工学研究科融合科学研究科身分異動（平成

28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
工学研究科融合科学研究科融合理工学府身

分異動（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
工学研究科融合科学研究科融合理工学府身

分異動（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
工学研究科融合科学研究科融合理工学府身

分異動（令和元年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
工学研究科融合科学研究科融合理工学府身

分異動（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
工学研究科融合科学研究科融合理工学府身

分異動（令和3年度）
理工系学務課張 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 ⾧期履修学生（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 ⾧期履修学生（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 ⾧期履修学生（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 ⾧期履修学生【大学院】（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 ⾧期履修学生【学部】（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 ⾧期履修学生【学部】（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 ⾧期履修学生【学部】（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 ⾧期履修学生【学部】（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 ⾧期履修学生【大学院】（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄
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2019年度 学務 身分異動 ⾧期履修学生【大学院】（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成24年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成26年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）（平成28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・修了）【大学院】（平
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）【学部】（平成
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）【学部】（平成
工学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）【学部】（令和
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）【学部】（令和2
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
身分異動関係（入学・休学・復学・転部・

転科・留学・退学・卒業）【学部】（令和3
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科成

績報告書（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科成

績報告書（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科成

績報告書（平成31年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科成

績報告書（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科成

績報告書（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科国

際研究実習報告書（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科国

際研究実習報告書（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科履

修登録変更願（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科履

修登録変更願（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科博

士前期課程履修計画書（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科博

士前期課程履修計画書（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科博

士後期課程履修計画書（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 卒業判定関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 卒業判定関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 卒業判定関係（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 卒業判定関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 卒業判定関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1949年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（昭和24年度～） 工学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1953年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳関係（工業短期大学部）（昭和

28年度～）
工学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2021年度 学務 成績評価
融合理工学府工学研究科融合科学研究科博

士後期課程履修計画書（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1966年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（大学院工学研究科）（昭

和41年度～平成11年度）
工学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1978年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳関係（Ｂコース）（昭和53年度

～）
工学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（大学院工学研究科）（平

成19年度～）
工学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（大学院融合科学研究科）

（平成20年度～）
工学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（大学院融合理工学府）

（平成30年度～）
工学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2017年度 学務 入試
大学入試センター試験関係（平成30年度入

学）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
大学入試センター試験関係（平成31年度入

学）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
大学入試センター試験関係（令和2年度入

学）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 大学入学共通テスト関係（令和3年度入学） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 大学入学共通テスト関係（令和4年度入学） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 3年次編入学試験関係（平成30年度入学） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 3年次編入学試験関係（平成31年度入学） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 3年次編入学試験関係（令和2年度入学） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 3年次編入学試験関係（令和3年度入学） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 3年次編入学試験関係（令和4年度入学） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
融合理工学府博士前期課程入学試験関係

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
融合理工学府博士前期課程入学試験関係

（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
融合理工学府博士前期課程入学試験関係

（平成31年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
融合理工学府博士前期課程入学試験関係

（令和2年度）
工学部事務⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
融合理工学府博士前期課程入学試験関係

（令和3年度）
理工系学務課張 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
融合理工学府博士後期課程入学試験関係

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
融合理工学府博士後期課程入学試験関係

（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
融合理工学府博士後期課程入学試験関係

（平成31年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
融合理工学府博士後期課程入学試験関係

（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
融合理工学府博士後期課程入学試験関係

（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成30年度入学） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成31年度入学） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄
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2019年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和2年度入学） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和3年度入学） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和4年度入学） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
入学試験における身体障害者事前相談（平

成30年度入試）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
入学試験における身体障害者事前相談（平

成31年度入試）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
入学試験における身体障害者事前相談（令

和２年度入試）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
入学試験における身体障害者事前相談（令

和３年度入試）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
入学試験における身体障害者事前相談（令

和４年度入試）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 短期留学生受入れ関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 短期留学生受入れ関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 短期留学生受入れ関係（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 短期留学生受入れ関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 短期留学生受入れ関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 特別入試関係（平成30年度入学） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 特別入試関係（平成31年度入学） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 特別入試関係（令和２年度入学） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 特別入試関係（令和３年度入学） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 特別入試関係（令和４年度入学） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 外国人留学生入試関係（平成30年度入学） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報
融合理工学府博士前期課程学生募集要項

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報
融合理工学府博士前期課程学生募集要項

（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報
融合理工学府博士後期課程学生募集要項

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報
融合理工学府博士後期課程学生募集要項

（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報
融合理工学府学生募集要項・広報関係

（平成31年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報
融合理工学府学生募集要項・広報関係

（令和2年度）
工学部事務⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報
融合理工学府学生募集要項・広報関係

（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 大学説明会関係（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 大学説明会関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 大学説明会関係（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 大学案内・工学部案内（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 大学案内・工学部案内（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 大学案内・工学部案内（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 大学案内・工学部案内（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 大学案内・工学部案内（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（令和元年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
特別聴講学生、科目等履修生、研究生、特

別研究学生関係（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
特別聴講学生、科目等履修生、研究生、特

別研究学生関係（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
特別聴講学生、科目等履修生、研究生、特

別研究学生関係（平成31年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
特別聴講学生、科目等履修生、研究生、特

別研究学生関係（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
特別聴講学生、科目等履修生、研究生、特

別研究学生関係（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 学生支援
工学研究科融合科学研究科自然科学研究科

厚生関係（平成24年度）
工学系事務センター⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 学生支援
工学研究科融合科学研究科自然科学研究科

厚生関係（平成25年度）
工学系事務センター⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 学生支援
工学研究科融合科学研究科自然科学研究科

厚生関係（平成26年度）
工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 学生支援
工学研究科融合科学研究科厚生関係（平成

27年度）
工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 学生支援
工学研究科融合科学研究科厚生関係（平成

28年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
工学研究科融合科学研究科厚生関係（平成

29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 厚生関係（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 厚生関係（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 厚生関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 厚生関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
大学院工学研究院支援事業（平成２９年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
大学院工学研究院支援事業（平成３０年

度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 大学院工学研究院支援事業（令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 大学院工学研究院支援事業（令和２年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 大学院工学研究院支援事業（令和３年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 留学 海外派遣支援プログラム（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 留学 海外渡航支援プログラム（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 留学 海外渡航支援プログラム（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 海外渡航支援プログラム（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 海外渡航支援プログラム（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄
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2018年度 学務 留学 海外渡航支援プログラム（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 海外渡航支援プログラム（令和元年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 海外渡航支援プログラム（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
海外渡航支援プログラム・グローバルプロー

ミネント（令和元年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学
海外渡航支援プログラム・グローバルプロー

ミネント（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学
海外渡航支援プログラム・グローバルプロー

ミネント（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 ENGINEサポート（R3～） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラム授業関係 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラム授業関係 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラム選抜試験 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムH30年度選抜 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムR1年度選抜 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムR2年度選抜 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムR3年度選抜 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムガイダンス 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムガイダンス 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムガイダンス 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムガイダンス 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムガイダンス 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム 先進科学セミ

ナーⅠ・Ⅱ 特別演習・研究実習
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム 先進科学セミ

ナーⅠ・Ⅱ 特別演習・研究実習
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム 先進科学セミ

ナーⅠ・Ⅱ 特別演習・研究実習
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム 先進科学セミ

ナーⅠ・Ⅱ 特別演習・研究実習
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム 先進科学セミ

ナーⅠ・Ⅱ 特別演習・研究実習
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム海外渡航支援事

業
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム海外渡航支援事

業
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム海外渡航支援事

業
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム海外渡航支援事

業
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム海外渡航支援事

業
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムRA・研究協力者 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムRA・研究協力者 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムRA・研究協力者 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムRA・研究協力者 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラムRA・研究協力者 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラム運営会議 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム理工系教育運営

会議・先進科学プログラム運営会議
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム理工系教育運営

会議・先進科学プログラム運営会議
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
自然科学系教育研究機構理工系教育運営会

議（令和２年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
自然科学系教育研究機構理工系教育運営会

議（令和３年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラム各種通知 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 大学院先進科学プログラム各種通知 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム面談ヒアリング

シート
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム面談ヒアリング

シート
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム面談ヒアリング

シート
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム面談ヒアリング

シート
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム博士論文研究基

礎力審査（QE)
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム博士論文研究基

礎力審査（QE)
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム博士論文研究基

礎力審査（QE)
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム博士論文研究基

礎力審査（QE)
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム非常勤講師・謝

金関係
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム非常勤講師・謝

金関係
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム非常勤講師・謝

金関係
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
大学院先進科学プログラム非常勤講師・謝

金関係
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 インテリジェント飛行プログラム 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 インテリジェント飛行プログラム 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 インテリジェント飛行プログラムＲＡ関係 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 インテリジェント飛行プログラムＲＡ関係 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
大学院先進科学フェローシッププログラム

（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
革新的医療技術を創生する情報・ＡＩ研究

者育成プログラム（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学
留学生交流支援制度【大学院】（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学
海外留学支援制度【大学院】（平成30年

度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
海外留学支援制度【大学院】（平成31年

度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 海外留学支援制度【大学院】（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 海外留学支援制度【大学院】（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄
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2017年度 学務 留学
留学生交流支援制度【学部】（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学
留学生交流支援制度【学部】（平成30年

度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
留学生交流支援制度【学部】（令和元年

度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 留学生交流支援制度【学部】（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 海外派遣留学生関係【学部】（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 AUSMIP, AUSMIP+ 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 AUSMIP, AUSMIP+ 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 AUSMIP, AUSMIP+ 工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
私費留学生奨学金関係【大学院】（平成29

年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学
私費留学生奨学金関係【大学院】（平成30

年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
私費留学生奨学金関係【大学院】（令和元

年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学
私費留学生奨学金関係【大学院】（令和2年

度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学
私費留学生奨学金関係【大学院】（令和3年

度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
私費留学生奨学金関係【学部】（平成29年

度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
私費留学生奨学金関係【学部】（平成30年

度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
私費留学生奨学金関係【学部】（令和２年

度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
エクセレントプログラム・パートナーシッ

ププログラム（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
エクセレントプログラム・パートナーシッ

ププログラム（平成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
エクセレントプログラム・パートナーシッ

ププログラム（平成31年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
エクセレントプログラム・パートナーシッ

ププログラム（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
エクセレントプログラム・パートナーシッ

ププログラム（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 学部学生就職状況調査（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 チューター関係【大学院】（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 チューター関係【学部】（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 チューター関係【大学院】（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
チューター関係【学部・大学院】（令和元

年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学
チューター関係【学部・大学院】（令和2年

度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学
チューター関係【学部・大学院】（令和3年

度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 資格外活動許可書取得届（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学
外国人留学生資格外活動許可書取得届（平

成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
外国人留学生資格外活動許可書取得届（平

成31年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学
外国人留学生資格外活動許可書取得届（令

和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学
外国人留学生資格外活動許可書取得届（令

和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 工学研究科修士論文（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 工学研究科修士論文（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 工学研究科修士論文（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 工学研究科修士論文（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 工学研究科修士論文（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 工学研究科博士論文（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
電子：FD・

CD・DVD・
書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 工学研究科博士論文（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日
電子：FD・

CD・DVD・
書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 工学研究科博士論文（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 工学研究科博士論文（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 工学研究科博士論文（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙及び電子 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 工学研究科博士論文（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙及び電子 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合理工学府博士論文（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙及び電子 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科修士論文（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科修士論文（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科修士論文（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科修士論文（平成29年度） 工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科修士論文（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科博士論文（平成26年度） 工学系事務センター⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日
電子：FD・

CD・DVD・
書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科博士論文（平成27年度） 工学系事務センター⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日
電子：FD・

CD・DVD・
書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科博士論文（平成28年度） 工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科博士論文（平成29年度） 工学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科博士論文（平成29年度） 工学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科博士論文（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙及び電子 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 融合科学研究科博士論文（平成31年度） 工学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙及び電子 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 チューター関係【学部】（平成30年度） 工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 組織の設置改廃 学科改組（平成6年） 理学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定
教員免許の課程認定（再課程認定）（平成

11年）
理学部事務⾧ 1999年11月1日 30年 2029年10月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 資格認定
教員免許課程認定関係（融合理工学府改組

関係）
理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 資格認定
教員免許課程認定関係（融合理工学府改組

関係）
理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 平成30年度大学入試センター試験関係 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 平成31年度大学入試センター試験関係 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄
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2019年度 学務 入試 令和2年度大学入試センター試験関係 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 令和3年度大学入学共通テスト関係 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 令和4年度大学入学共通テスト関係 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 平成30年度個別学力検査関係 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 平成31年度個別学力検査関係 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 令和2年度個別学力検査関係 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 令和3年度個別学力検査関係 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 令和4年度個別学力検査関係 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 平成30年度推薦入試関係 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 平成31年度推薦入試関係 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 令和2年度推薦入試関係 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 令和3年度総合型選抜関係 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 令和4年度総合型選抜関係 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 平成30年度私費外国人留学生入試関係 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 平成31年度私費外国人留学生入試関係 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 令和2年度私費外国人留学生入試関係 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 令和3年度私費外国人留学生入試関係 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 令和4年度私費外国人留学生入試関係 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 平成30年度大学院入試関係 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 平成31年度大学院入試関係 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 令和2年度大学院入試関係 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 令和3年度大学院入試関係 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 令和4年度大学院入試関係 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 外国人留学生関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 外国人留学生関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 外国人留学生関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 外国人留学生関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 外国人留学生関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 広報関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 広報関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 広報関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 広報関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 広報関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 理学部案内作成関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 理学部案内作成関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 理学部案内作成関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 理学部案内作成関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 理学部案内作成関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 学生カード（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 学生カード（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 学生カード（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 学生カード（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 学生カード（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 宣誓書（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 宣誓書（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 宣誓書（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 宣誓書（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 宣誓書（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 身分異動関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 身分異動関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 授業関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄
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2018年度 学務 教育課程・授業 授業関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 授業関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 授業関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 授業関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育課程・授業
大学院履修要項、シラバス関係（平成26年

度）
理学部事務⾧ 2015年4月1日 5年 未定 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育課程・授業
大学院履修要項、シラバス関係（平成27年

度）
理学部事務⾧ 2016年4月1日 5年 未定 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育課程・授業
大学院履修要項、シラバス関係（平成28

度）
理学部事務⾧ 2017年4月1日 5年 未定 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
大学院履修要項、シラバス関係（平成29

度）
理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 未定 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業
大学院履修要項、シラバス関係（平成30

度）
理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 未定 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業
大学院履修要項、シラバス関係（令和元年

度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 未定 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業
大学院履修要項、シラバス関係（令和2年

度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業
大学院履修要項、シラバス関係（令和3年

度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 単位認定関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 単位認定関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 単位認定関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 単位認定関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 単位認定関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 学部卒業関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 学部卒業関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 学部卒業関係（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 学部卒業関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 学部卒業関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（平成22年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（平成23年度） 理学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 大学院学位論文関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 成績評価 学部卒業論文公表確認書（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 成績評価 学部卒業論文公表確認書（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 成績評価 学部卒業論文公表確認書（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 学部卒業論文公表確認書（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 学部卒業論文公表確認書（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 学部卒業論文公表確認書（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 学部卒業論文公表確認書（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 学部卒業論文公表確認書（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 学部 転部・転科関係（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 学部 転部・転科関係（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 学部 転部・転科関係（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 学部 転部・転科関係（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 学部 転部・転科関係（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 学部 転部・転科関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 学部 転部・転科関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 学部 転部・転科関係（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 学部 転部・転科関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 学部 転部・転科関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 身分異動 学部 再入学関係（平成14年度） 理学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2007年度 学務 身分異動 大学院 転科・転専攻関係（平成20年度） 理学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2008年度 学務 身分異動 大学院 転科・転専攻関係（平成21年度） 理学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2017年度 学務 資格認定 教育実習関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教育実習関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教育実習関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 教育実習関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄
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2021年度 学務 資格認定 教育実習関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教員免許状一括申請関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教員免許状一括申請関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教員免許状一括申請関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 教員免許状一括申請関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教員免許状一括申請関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 介護等体験関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 介護等体験関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 介護等体験関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 介護等体験関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 介護等体験関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

1968年度 学務 指導要録 指導要録関係（理学部）（昭和43年度～） 理学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1975年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和50年

度）
理学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1976年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和51年

度）
理学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1977年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和52年

度）
理学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1978年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和53年

度）
理学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1979年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和54年

度）
理学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1980年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和55年

度）
理学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1981年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和56年

度）
理学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1982年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和57年

度）
理学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1983年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和58年

度）
理学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1984年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和59年

度）
理学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1985年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和60年

度）
理学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1986年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和61年

度）
理学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1987年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和62年

度）
理学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1988年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（昭和63年

度）
理学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1989年度 学務 指導要録
指導要録関係（理学研究科）（平成元年

度）
理学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1990年度 学務 指導要録 指導要録関係（理学研究科）（平成2年度） 理学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1991年度 学務 指導要録 指導要録関係（理学研究科）（平成3年度） 理学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1992年度 学務 指導要録 指導要録関係（理学研究科）（平成4年度） 理学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1993年度 学務 指導要録 指導要録関係（理学研究科）（平成5年度） 理学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1994年度 学務 指導要録 指導要録関係（理学研究科）（平成6年度） 理学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1995年度 学務 指導要録 指導要録関係（理学研究科）（平成7年度） 理学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1986年度 学務 指導要録
指導要録関係（工学研究科）（昭和61・62

年度）
工学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1988年度 学務 指導要録
指導要録関係（自然科学研究科）（昭和63

年度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1989年度 学務 指導要録
指導要録関係（自然科学研究科）（平成元

年度～平成7年度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1995年度 学務 指導要録
指導要録関係（自然科学研究科）（平成7年

度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1996年度 学務 指導要録
指導要録関係（自然科学研究科）（平成8年

度～）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1968年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和43年度） 理学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1969年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和44年度） 理学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1970年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和45年度） 理学部事務⾧ 1971年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1971年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和46年度） 理学部事務⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1972年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和47年度） 理学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1973年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和48年度） 理学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1974年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和49年度） 理学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1975年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和50年度） 理学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1976年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和51年度） 理学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1977年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和52年度） 理学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1978年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和53年度） 理学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和54年度） 理学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1980年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和55年度） 理学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1981年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和56年度） 理学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和57年度） 理学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和58年度） 理学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和59年度） 理学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和60年度） 理学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和61年度） 理学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和62年度） 理学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（昭和63年度） 理学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成元年度） 理学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成2年度） 理学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成3年度） 理学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成4年度） 理学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成5年度） 理学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定
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1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成6年度） 理学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成7年度） 理学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成8年度） 理学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成9年度） 理学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成10年度） 理学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成11年度） 理学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成12年度） 理学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成13年度） 理学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成14年度） 理学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成15年度） 理学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成16年度） 理学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成17年度） 理学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成18年度） 理学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成19年度） 理学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成20年度） 理学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成21年度） 理学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成22年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成23年度） 理学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（理学部）（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1976年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和51年

度）
理学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1977年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和52年

度）
理学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1978年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和53年

度）
理学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和54年

度）
理学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1980年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和55年

度）
理学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1981年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和56年

度）
理学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和57年

度）
理学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和58年

度）
理学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和59年

度）
理学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和60年

度）
理学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和61年

度）
理学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和62年

度）
理学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（昭和63年

度）
理学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（平成元年

度）
理学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（平成2年

度）
理学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（平成3年

度）
理学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（平成4年

度）
理学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（平成5年

度）
理学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（平成6年

度）
理学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（平成7年

度）
理学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（平成8年

度）
理学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（平成9年

度）
理学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（理学研究科）（平成10年

度）
理学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳（理学研究科）（平成19年度） 理学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳（理学研究科）（平成20年度） 理学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳（理学研究科）（平成21年度） 理学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳（理学研究科）（平成22年度） 理学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳（理学研究科）（平成23年度） 理学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳（理学研究科）（平成24年度） 理学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳（理学研究科）（平成25年度） 理学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳（理学研究科）（平成26年度） 理学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳（理学研究科）（平成27年度） 理学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳（理学研究科）（平成28年度） 理学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳（理学研究科）（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（理学研究科・融合理工学府）

（平成30年度）
理工系学務課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（理学研究科・融合理工学府）

（令和元年度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定
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2020年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（理学研究科・融合理工学府）

（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（理学研究科・融合理工学府）

（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与
自然科学研究科博士前期課程修了生台帳関

係（平成9年度～平成23年度）

真菌医学研究センター等事

務⾧
2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与
自然科学研究科博士後期課程修了生台帳関

係（昭和63年度～平成25年度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 理工系学務課⾧ 未定

2019年度 人事 職員の研修 FD関係(平成31年度) 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 FD関係(令和2年度) 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 FD関係(令和3年度) 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA TAチェックシート（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA TAチェックシート（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA TAチェックシート（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA TAチェックシート（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント（平成29年

度）
理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント（平成30年

度）
理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント（令和元年

度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA ティーチング・アシスタント（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA TA給与（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA ＴＡ出勤表（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA ＴＡ出勤表（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA ＴＡ出勤表（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA ＴＡ出勤表（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA ＴＡ出勤表（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室（理学） 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA RA関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA RA関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA RA関係（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA RA関係（令和２年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA RA関係（令和３年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA ＴＦ関係（令和３年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント登録書類（平

成29年度）
工学系事務センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント登録書類（平

成30年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント登録書類（令

和元年度）
工学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント登録書類（令

和2年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント登録書類（令

和3年度）
理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント出勤表（平成

29年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント出勤表（平成

30年度）
工学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント出勤表（令和

元年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント出勤表（令和2

年度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA
ティーチング・アシスタント出勤表（令和3

年度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA
リサーチ・アシスタント（研究室独自、プ

ロジェクト）（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA
リサーチ・アシスタント（特別）（平成29

年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA
リサーチ・アシスタント（AGSST、先進）

（平成29年度）
工学系事務センター⾧ 2017年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA
リサーチ・アシスタント（学生支援課、

AGSST含む）（平成30年度）
工学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA
グローバルプロミネント基幹リサーチ・ア

シスタント（平成30年度）
工学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
研究プロジェクトRA（研究推進課）研究室

独自のRA（令和元年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
特別リサーチ・アシスタント（学生支援

課、AGSST含む）（令和元年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA
グローバルプロミネント基幹リサーチ・ア

シスタント（令和元年度）
工学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA
研究プロジェクトRA（研究推進課）研究室

独自のRA（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA
特別リサーチ・アシスタント（学生支援

課、AGSST含む）（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA
グローバルプロミネント基幹リサーチ・ア

シスタント（令和2年度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA
研究プロジェクトRA（研究推進課）研究室

独自のRA（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA
特別リサーチ・アシスタント（学生支援

課、AGSST含む）（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA
グローバルプロミネント基幹リサーチ・ア

シスタント（令和3年度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
量子科学フェローシッププログラム（令和3

年度）
理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
学生による授業評価アンケート(平成29年

度)
理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業
学生による授業評価アンケート(平成30年

度)
理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 資格認定 学芸員養成課程の設置関係(平成23年度) 理学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 資格認定 課程認定(数学・情報) 理学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 資格認定 課程認定関係(平成20年度) 理学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 資格認定 課程認定関係(平成21年度) 理学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 資格認定 教職課程認定関係(平成22年度) 理学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 資格認定 教職課程認定関係(平成23年度) 理学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定(平成24年度) 理学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定(平成25年度) 理学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定(平成26年度) 理学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定(平成27年度) 理学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄
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2016年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定(平成28年度) 理学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定(平成29年度) 理学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定(平成30年度) 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定(令和元年度) 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定(令和2年度) 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定(令和3年度) 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 非正規学生（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 非正規学生（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 非正規学生（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 非正規学生（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 非正規学生（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 就職関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 就職関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 就職関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 就職関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 就職関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（令和元年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
博士後期課程学生の研究集会・発表支援プ

ログラム関係（平成29年度）
理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
博士後期課程学生の研究集会・発表支援プ

ログラム関係（平成30年度）
理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
博士後期課程学生の研究集会・発表支援プ

ログラム関係（平成31年度）
理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 先進科学プログラム関係（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 先進科学プログラム関係（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 先進科学プログラム関係（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教務委員会（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教務委員会（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教務委員会（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教務委員会（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教務委員会（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学部教育委員会（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学部教育委員会（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学部教育委員会（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学部教育委員会（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 大学院教育委員会（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 大学院教育委員会（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 大学院教育委員会（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 大学院教育委員会（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 学部・大学院教育委員会（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 入試委員会（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 入試委員会（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 入試委員会（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 入試委員会（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 入試委員会（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 厚生委員会（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 厚生委員会（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 厚生委員会（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 厚生委員会（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 厚生委員会（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 広報委員会（平成29年度） 理学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 広報委員会（平成30年度） 理工系学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 広報委員会（平成31年度） 理工系学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 理工系学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 広報委員会（令和2年度） 理工系学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 広報委員会（令和3年度） 理工系学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 理工系学務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（平成28年度） 理学部⾧ 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（平成29年度） 理学部⾧ 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（平成30年度） 理学部⾧ 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（平成31年度） 理学部⾧ 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（令和２年度） 理学部⾧ 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

239



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2021年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（令和３年度） 理学部⾧ 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（平成28年度） 理学部⾧ 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（平成29年度） 理学部⾧ 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（平成30年度） 理学部⾧ 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（平成31年度） 理学部⾧ 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（令和２年度） 理学部⾧ 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（令和３年度） 理学部⾧ 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（平成28年度） 理学部⾧ 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（平成29年度） 理学部⾧ 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（平成30年度） 理学部⾧ 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（平成31年度） 理学部⾧ 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（令和２年度） 理学部⾧ 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 液体窒素管理記録（令和３年度） 理学部⾧ 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（平成28年度） 理学部⾧ 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（平成29年度） 理学部⾧ 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（平成30年度） 理学部⾧ 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（平成31年度） 理学部⾧ 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（令和２年度） 理学部⾧ 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 液体ヘリウム管理記録（令和３年度） 理学部⾧ 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 極低温室 理学部⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成24年

度）
工学研究科⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成24年

度）
工学研究科⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成24年

度）
工学研究科⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成24年

度）
工学研究科⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成24年

度）
工学研究科⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成24年

度）
工学研究科⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成24年

度）
工学研究科⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成27年

度）
工学研究科⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙及び電子 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成27年

度）
工学研究科⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成27年

度）
工学研究科⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成27年

度）
工学研究科⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成27年

度）
工学研究科⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成27年

度）
工学研究科⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成27年

度）
工学研究科⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成28年

度）
工学研究科⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙及び電子 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成28年

度）
工学研究科⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成28年

度）
工学研究科⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成28年

度）
工学研究科⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成28年

度）
工学研究科⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成28年

度）
工学研究科⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等（平成28年

度）
工学研究科⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【建築学】

（平成29年度）
工学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙及び電子 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【都市環境シ

ステム】（平成29年度）
工学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【デザイン】

（平成29年度）
工学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【機械工学】

（平成29年度）
工学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【医工学】

（平成29年度）
工学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【電気電子工

学】（平成29年度）
工学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【物質科学】

（平成29年度）
工学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【共生応用化

学】（平成29年度）
工学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【情報工学】

（平成29年度）
工学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子文書 共有サーバ 工学研究院⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【建築学】

（平成30年度）
工学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙及び電子 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【都市環境シ

ステム】（平成30年度）
工学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【デザイン】

（平成30年度）
工学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【機械工学】

（平成30年度）
工学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【医工学】

（平成30年度）
工学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【電気電子工

学】（平成30年度）
工学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【物質科学】

（平成30年度）
工学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【共生応用化

学】（平成30年度）
工学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【情報工学】

（平成30年度）
工学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子文書 共有サーバ 工学研究院⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【建築学】

（平成31年度）
工学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙及び電子 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【都市環境シ

ステム】（平成31年度）
工学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【デザイン】

（平成31年度）
工学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【機械工学】

（平成31年度）
工学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【医工学】

（平成31年度）
工学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【電気電子工

学】（平成31年度）
工学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄
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2019年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【物質科学】

（平成31年度）
工学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【共生応用化

学】（平成31年度）
工学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【情報工学】

（平成31年度）
工学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子文書 共有サーバ 工学研究院⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【建築学】

（令和2年度）
工学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙及び電子 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【都市環境シ

ステム】（令和2年度）
工学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【デザイン】

（令和2年度）
工学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【機械工学】

（令和2年度）
工学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【医工学】

（令和2年度）
工学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【電気電子工

学】（令和2年度）
工学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【物質科学】

（令和2年度）
工学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【共生応用化

学】（令和2年度）
工学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【情報工学】

（令和2年度）
工学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子文書 共有サーバ 工学研究院⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【建築学】

（令和3年度）
工学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙及び電子 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【都市環境シ

ステム】（令和3年度）
工学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【デザイン】

（令和3年度）
工学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【機械工学】

（令和3年度）
工学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【医工学】

（令和3年度）
工学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子文書 コース事務室 工学研究院⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【電気電子工

学】（令和3年度）
工学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【物質科学】

（令和3年度）
工学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【共生応用化

学】（令和3年度）
工学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子文書 コース⾧研究室 工学研究院⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
コース会議・学科会議資料等【情報工学】

（令和3年度）
工学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子文書 共有サーバ 工学研究院⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定
教員免許の課程認定（再課程認定）（平成

11年）
園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 資格認定 免許法認定講習（平成12年） 園芸学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 資格認定 教員資格審査資料（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定
教員免許の課程認定（再課程認定）（平成

29年）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（令和元年） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定変更届（令和3年） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1988年度 管理運営 法人運営 学科改組（平成3年） 園芸学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 法人運営 研究科改組（平成32年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成4年度） 園芸学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成5年度） 園芸学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成6年度） 園芸学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成7年度） 園芸学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成8年度） 園芸学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成9年度） 園芸学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成10年度） 園芸学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成11年度） 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成12年度） 園芸学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成13年度） 園芸学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年5月1日 30年 2036年4月30日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年5月1日 30年 2037年4月30日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 2008年5月1日 30年 2038年4月30日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 2009年5月1日 30年 2039年4月30日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年5月1日 30年 2040年4月30日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 法人運営 学科⾧の指定（平成5年） 園芸学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 点検・評価
千葉大学園芸学部における研究活動の動向

と展望
園芸学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 点検・評価 千葉大学園芸学部と社会とのかかわり 園芸学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 点検・評価 園芸学部の21世紀ビジョン 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 点検・評価 21世紀への発展に向けて 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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1999年度 管理運営 点検・評価 千葉大学園芸学部外部評価報告書 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の評価 事務職員人事評価（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の評価 事務職員人事評価（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 事務職員人事評価（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 事務職員人事評価（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 事務職員人事評価（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 事務職員人事評価（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 事務職員人事評価（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 事務職員人事評価（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 事務職員人事評価（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 事務職員人事評価（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員定期評価（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員定期評価（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 年俸制評価（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 年俸制評価（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 年俸制評価（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 年俸制評価（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 年俸制評価（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 年俸制評価（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1986年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（昭和62年度） 園芸学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1988年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（昭和63年度） 園芸学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1989年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成元年度） 園芸学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1990年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成2年度） 園芸学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1991年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成4年度） 園芸学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成6年度） 園芸学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成7年度） 園芸学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成8年度） 園芸学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成9年度） 園芸学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成10年度） 園芸学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成11年度） 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成12年度） 園芸学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成13年度） 園芸学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 千葉大学園芸学部要覧（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 広報委員会（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 広報委員会（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 広報委員会（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 広報委員会（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 広報委員会（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 第1教授会（平成4年度） 園芸学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 第1教授会（平成5年度） 園芸学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 第1教授会（平成6年度） 園芸学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 第1教授会（平成7年度） 園芸学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 第1教授会（平成8年度） 園芸学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 第1教授会（平成9年度） 園芸学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 第1教授会（平成10年度） 園芸学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 第1教授会（平成11年度） 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 第1教授会（平成12年度） 園芸学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 第1教授会（平成13年度） 園芸学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 第1教授会（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 第1教授会（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 第1教授会（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 第1教授会（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2006年度 管理運営 会議 第1教授会（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 第1教授会（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 第1教授会（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 第1教授会（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 第1教授会（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 第1教授会（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 第1教授会（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 第1教授会（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 第1教授会（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 第1教授会（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 第1教授会（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 第1教授会（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 第1教授会（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 第1教授会（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 第1教授会（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 第1教授会（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 第2教授会（平成4年度） 園芸学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 第2教授会（平成5年度） 園芸学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 第2教授会（平成6年度） 園芸学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 第2教授会（平成7年度） 園芸学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 第2教授会（平成8年度） 園芸学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 第2教授会（平成9年度） 園芸学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 第2教授会（平成10年度） 園芸学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 第2教授会（平成11年度） 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 第2教授会（平成12年度） 園芸学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 第2教授会（平成13年度） 園芸学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 第2教授会（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 第2教授会（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 第2教授会（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 第2教授会（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 第2教授会（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 第2教授会（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 第2教授会（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 第2教授会（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 第2教授会（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 第2教授会（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 第2教授会（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 第2教授会（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 第2教授会（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 第2教授会（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 第2教授会（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 第2教授会（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 第2教授会（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 第2教授会（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 第2教授会（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 第2教授会（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 運営会議（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 運営会議（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 運営会議（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 運営会議（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 運営会議（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 運営会議（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 運営会議（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 運営会議（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 運営会議（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 運営会議（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 運営会議（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 運営会議（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 運営会議（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 運営会議（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 運営会議（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 運営会議（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 運営会議（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 代議員会（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2010年度 管理運営 会議 代議員会（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 代議員会（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 代議員会（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 代議員会（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 代議員会（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 代議員会（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 代議員会（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 代議員会（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 代議員会（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 代議員会（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 代議員会（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 代議員会（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 大学改革シンポジウム（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議
第10回国立大学独立研究科農水産関係学部

⾧会議
園芸学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 第84回国立大学農水産関係学部事務協議会 園芸学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 第23回旧高農系農・水産学部⾧懇談会 園芸学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議
第12回関東甲信越地区国立大学農水産関係

学部事務連絡協議会
園芸学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 国立大学農学系学部⾧会議幹事校会 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 全国農学系学部⾧会議（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 全国農学系学部⾧会議（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 全国農学系学部⾧会議（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 全国農学系学部⾧会議（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 全国農学系学部⾧会議（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 全国農学系学部⾧会議（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 全国農学系学部⾧会議（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 全国農学系学部⾧会議（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 全国農学系学部⾧会議（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 全国農学系学部⾧会議（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 園芸学部⾧候補者選挙（平成5年） 園芸学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 園芸学部⾧候補者選挙（平成7年） 園芸学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 園芸学部⾧候補者選挙（平成9年） 園芸学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 園芸学部⾧候補者選挙（平成11年） 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 園芸学部⾧候補者選挙（平成13年） 園芸学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 園芸学部⾧候補者選挙（平成15年） 園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 園芸学部⾧候補者選挙（平成17年） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 園芸研究科⾧候補者選挙（平成19年） 園芸学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 園芸研究科⾧候補者選挙（平成21年） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 園芸研究科⾧候補者選挙（平成23年） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 園芸研究科⾧候補者選挙（平成25年） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 園芸研究科⾧候補者選挙（平成27年） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 園芸研究科⾧候補者選挙（平成29年） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 園芸研究科⾧候補者選挙（平成31年） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 公印 公印簿（大学院園芸学研究科⾧印廃止） 園芸学部事務⾧ 1999年4月1日 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 園芸学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 園芸学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 松戸地区事務課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 松戸地区事務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 松戸地区事務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（海外）（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（海外）（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（海外）（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（海外）（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（海外）（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（海外）（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（海外）（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（海外）（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（海外）（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 学外研修申請書（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 海外研修承認申請書（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 海外研修承認申請書（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 海外研修承認申請書（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成26年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成27年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成28年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤講師）（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤講師）（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤講師）（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤講師）（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤講師）（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤講師）（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤講師）（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤講師）（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成26年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成27年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成28年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成26年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成27年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成28年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成29年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成30年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成31年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（令和2年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（令和3年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 勤務状況管理 勤務時間割振変更願（平成26年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 勤務状況管理 勤務時間割振変更願（平成27年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 勤務時間割振変更願（平成28年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 勤務時間割振変更願（平成29年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 勤務時間割振変更願（平成30年） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 勤務時間割振変更願（平成31年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間割振変更願（令和2年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務時間割振変更願（令和3年） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調査関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 点検・評価 機関別・認証評価資料（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 点検・評価 機関別・認証評価資料（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2006年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 慶弔関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 慶弔関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 慶弔関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 防災・危機管理 東日本大震災関係 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（平成3１年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 外部機関との共同研究（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 外部機関との共同研究（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 外部機関との共同研究（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 外部機関との共同研究（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 外部機関との共同研究（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 外部機関との共同研究（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 外部機関との共同研究（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 外部機関との共同研究（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 外部機関との共同研究（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 博士研究員関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 博士研究員関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 博士研究員関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 博士研究員関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 博士研究員関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成
テニュアトラックプログラム（平成29年

度）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成
テニュアトラックプログラム（平成30年

度）
園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成
テニュアトラックプログラム（平成31年

度）
松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 テニュアトラックプログラム（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 テニュアトラックプログラム（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 卓越研究員関係 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 卓越研究員関係 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 卓越研究員関係 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 卓越研究員関係 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 卓越研究員関係 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え関係（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え関係（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え関係（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え関係（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え関係（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2017年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 動物実験関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 動物実験関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 動物実験関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 動物実験関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 動物実験関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 病原体等取扱い関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 病原体等取扱い関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 病原体等取扱い関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 病原体等取扱い関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 病原体等取扱い関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 ＲＩ取扱い関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 ＲＩ取扱い関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 ＲＩ取扱い関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 ＲＩ取扱い関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 ＲＩ取扱い関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 許認可 国際規制物資取扱い関係（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可 国際規制物資取扱い関係（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可 国際規制物資取扱い関係（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 国際規制物資取扱い関係（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 国際規制物資取扱い関係（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 国際規制物資取扱い関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 国際規制物資取扱い関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 国際規制物資取扱い関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 国際規制物資取扱い関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 国際規制物資取扱い関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 研究倫理委員会（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 研究倫理委員会（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 研究倫理委員会（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 研究倫理委員会（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 研究倫理委員会（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 放射性同位元素委員会資料（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 放射性同位元素委員会資料（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 放射性同位元素委員会資料（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 放射性同位元素委員会資料（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 放射性同位元素委員会資料（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 研究試料提携契約関係 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 各研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 研究試料提携契約関係 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 各研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 研究試料提携契約関係 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 各研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 研究試料提携契約関係 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 各研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 安全保障輸出関係文書(総務係関係) 松戸地区事務課⾧ 未定 各輸出等実施後7年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出関係文書(総務係関係) 松戸地区事務課⾧ 未定 各輸出等実施後7年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出関係文書(総務係関係) 松戸地区事務課⾧ 未定 各輸出等実施後7年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1998年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2000年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2001年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2004年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2005年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2006年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2008年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2016年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 園芸学部事務⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 松戸地区事務課⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 松戸地区事務課⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流協定 部局間協定関係 松戸地区事務課⾧ 未定 各協定終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 国際交流関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 国際交流関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 国際交流関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流協定 国際交流関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流協定 国際交流関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 国際 国際交流事業
外国人研究者受入申請・報告（平成29年

度）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 国際 国際交流事業
外国人研究者受入申請・報告（平成30年

度）
園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 国際 国際交流事業
外国人研究者受入申請・報告（平成31年

度）
松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 国際 国際交流事業 外国人研究者受入申請・報告（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 国際 国際交流事業 外国人研究者受入申請・報告（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 国際交流委員会（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 国際交流委員会（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 国際交流委員会（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 国際交流委員会（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 国際交流委員会（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員の任免（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員の任免（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤講師任用関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 特定雇用教職員の任免（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2011年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 客員教員称号付与（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 客員教員称号付与（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 客員教員称号付与（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 叙位叙勲関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成7年度） 園芸学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成8年度） 園芸学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成9年度） 園芸学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成10年度） 園芸学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成11年度） 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成12年度） 園芸学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成13年度） 園芸学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 名誉教授関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 名誉教授関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 名誉教授関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成8年度） 園芸学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成9年度） 園芸学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成10年度） 園芸学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成11年度） 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成12年度） 園芸学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成13年度） 園芸学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2008年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 人事記録（非常勤職員等）（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付関係（平成10年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付関係（平成11年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付関係（平成12年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付関係（平成13年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付関係（平成14年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付関係（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 児童手当・特例給付関係（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 証明書発行 各種証明書 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 発行完了後3年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 証明書発行 各種証明書 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 発行完了後3年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 証明書発行 各種証明書 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 発行完了後3年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 証明書発行 職員証・研究者証 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 発行完了後3年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 証明書発行 職員証・研究者証 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 発行完了後3年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 証明書発行 職員証・研究者証 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 発行完了後3年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1989年度 人事 任免 職員進退(平成1年度) 園芸学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1990年度 人事 任免 職員進退(平成2年度) 園芸学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1991年度 人事 任免 職員進退(平成3年度) 園芸学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 職員進退(平成4年度) 園芸学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 職員進退(平成5年度) 園芸学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 職員進退(平成6年度) 園芸学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 職員進退(平成7年度) 園芸学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 職員進退(平成8年度) 園芸学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 職員進退(平成9年度) 園芸学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 職員進退(平成10年度) 園芸学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 職員進退(平成11年度) 園芸学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 職員進退(平成12年度) 園芸学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 職員進退(平成13年度) 園芸学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 職員進退(平成14年度) 園芸学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 職員進退(平成15年度) 園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 職員進退(平成16年度) 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 職員進退(平成17年度) 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 職員進退(平成18年度) 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 職員進退(平成19年度) 園芸学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 職員進退(平成20年度) 園芸学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 職員進退(平成21年度) 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 職員進退(平成22年度) 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 職員進退(平成23年度) 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 職員進退(平成24年度) 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 職員進退(平成25年度) 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 職員進退(平成26年度) 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 職員進退(平成27年度) 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 職員進退(平成28年度) 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 職員進退(平成29年度) 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 職員進退(平成30年度) 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 職員進退(平成31年度) 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 職員進退(令和2年度) 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 職員進退(令和3年度) 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 保健管理 健康診断
健康診断調査票・健康診断記録（放射線従

事者）（平成26年度）
園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2015年度 保健管理 健康診断
健康診断調査票・健康診断記録（放射線従

事者）（平成27年度）
園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 保健管理 健康診断
健康診断調査票・健康診断記録（放射線従

事者）（平成28年度）
園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 保健管理 健康診断
健康診断調査票・健康診断記録（放射線従

事者）（平成29年度）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康診断
健康診断調査票・健康診断記録（放射線従

事者）（平成30年度）
園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断
健康診断調査票・健康診断記録（放射線従

事者）（平成31年度）
松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断
健康診断調査票・健康診断記録（放射線従

事者）（令和2年度）
松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断
健康診断調査票・健康診断記録（放射線従

事者）（令和3年度）
松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 各種要求書（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 各種要求書（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 各種要求書（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 各種要求書（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 各種要求書（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 当初予算配分（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 当初予算配分（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 当初予算配分（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 当初予算配分（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 当初予算配分（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算配当通知書（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算配当通知書（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算配当通知書（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算配当通知書（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算配当通知書（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（科研費(基金））

（平成23年度）
園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 全研究期間終了後8年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（科研費(基金））

（平成24年度）
園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 全研究期間終了後8年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（科研費(基金））

（平成25年度）
園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 全研究期間終了後8年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（科研費(基金））

（平成26年度）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後8年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（科研費(基金））

（平成27年度）
園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（科研費(基金））

（平成28年度）
園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（科研費(基金））

（平成29年度）
園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（科研費(基金））

（平成30年度）
園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（科研費(基金））

（平成31年度）
松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（科研費(基金））

（令和2年度）
松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（科研費(基金））

（令和3年度）
松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金関係(平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金関係(平成27年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金関係(平成28年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金関係(平成29年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金関係(平成30年度） 園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金関係(平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金関係(令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金関係(令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係(令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係(令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 会計 契約
契約関係伝票（科研費（基金））（平成23

年度）
園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 全研究期間終了後8年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 会計 契約
契約関係伝票（科研費（基金））（平成24

年度）
園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 全研究期間終了後8年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 会計 契約
契約関係伝票（科研費（基金））（平成25

年度）
園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 全研究期間終了後8年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約
契約関係伝票（科研費（基金））（平成26

年度）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後8年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約
契約関係伝票（科研費（基金））（平成27

年度）
園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約
契約関係伝票（科研費（基金））（平成28

年度）
園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約
契約関係伝票（科研費（基金））（平成29

年度）
園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約
契約関係伝票（科研費（基金））（平成30

年度）
園芸学部事務⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（科研費（基金））（平成31

年度）
松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（科研費（基金））（令和2年

度）
松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2021年度 会計 契約
契約関係伝票（科研費（基金））（令和3年

度）
松戸地区事務課⾧ 未定 全研究期間終了後8年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 契約 契約関係伝票（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 契約 契約関係伝票（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 契約 契約関係伝票（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 契約 契約関係伝票（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 契約 契約関係伝票（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 契約 契約関係伝票（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 契約 契約関係伝票（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 契約 契約関係伝票（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 日誌 タクシーチケット受払簿（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 日誌 タクシーチケット受払簿（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 日誌 タクシーチケット受払簿（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 日誌 タクシーチケット受払簿（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 日誌 タクシーチケット受払簿（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 日誌 タクシーチケット受払簿（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 収入金現金出納簿（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 収入金現金出納簿（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2002年度 会計 物品管理 物品管理簿（甲） 園芸学部事務⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2002年度 会計 物品管理 物品供用簿（甲） 園芸学部事務⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2003年度 会計 物品管理 物品使用簿（甲） 園芸学部事務⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 物品管理 一括購入関係書類（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 物品管理 一括購入関係書類（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 物品管理 一括購入関係書類（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 物品管理 一括購入関係書類（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 物品管理 一括購入関係書類（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 国有財産副台帳 園芸学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 物品管理
試験研究用アルコール申告書（平成29年

度）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 物品管理
試験研究用アルコール申告書（平成30年

度）
園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 物品管理
試験研究用アルコール申告書（平成31年

度）
松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 物品管理 試験研究用アルコール申告書（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 物品管理 試験研究用アルコール申告書（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 各種消防署提出等（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 各種消防署提出等（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 各種消防署提出等（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2020年度 施設 施設維持管理 各種消防署提出等（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 各種消防署提出等（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 入試委員会(平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 入試委員会(平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 入試委員会(平成3１年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 入試委員会(令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 入試委員会(令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
大学入試センター試験関係（平成30年度入

試）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
大学入試センター試験関係（平成31年度入

試）
園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
大学入試センター試験関係（令和2年度入

試）
松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 大学入学共通テスト関係（令和3年度選抜） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
大学入学共通テスト関係（令和４年度選

抜）
松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成30年度入試） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成31年度入試） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和2年度入試） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和3年度選抜） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和４年度選抜） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 大学院入試関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 大学院入試関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 大学院入試関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 大学院入試関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 大学院入試関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 特別入試関係（平成30年度入試） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 特別入試関係（平成31年度入試） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 特別入試関係（令和2年度入試） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 特別選抜関係（令和3年度選抜） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 特別選抜関係（令和４年度選抜） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 入試広報関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 入試広報関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 入試広報関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 入試広報関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 入試広報関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 教務委員会(平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 教務委員会(平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 教務委員会(平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 教務委員会(平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 教務委員会(平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教務委員会(平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教務委員会(平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教務委員会(平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教務委員会(令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教務委員会(令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 学務委員会(平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 学務委員会(平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 学務委員会(平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 学務委員会(平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 学務委員会(平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学務委員会(平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学務委員会(平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学務委員会(平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学務委員会(令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 学務委員会(令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査関係（学務係）（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査関係（学務係）（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査関係（学務係）（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調査関係（学務係）（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 単位認定関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 単位認定関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 単位認定関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 単位認定関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 単位認定関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 卒業・修了関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 卒業・修了関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 卒業・修了関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2020年度 学務 成績評価 卒業・修了関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 卒業・修了関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 成績関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 成績関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 成績関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 成績関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 成績関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 成績優秀者（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 成績優秀者（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 成績優秀者（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 成績優秀者（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 18H科目区分変更 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 19H科目区分変更 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 20H科目区分変更 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 21H科目区分変更 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 履修関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 履修関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 履修関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 履修関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 履修関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 転部・転科関係(平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 転部・転科関係(平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 転部・転科関係(平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 転部・転科関係(平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 転部・転科関係(平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 転部・転科関係(平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 転部・転科関係(平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 転部・転科関係(平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 転部・転科関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 転部・転科関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 インターンシップ関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 インターンシップ関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 インターンシップ関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 インターンシップ関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 インターンシップ関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動
身分異動関係（休学・復学・留学・退学）

（平成24年度）
園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
身分異動関係（休学・復学・留学・退学）

（平成25年度）
園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
身分異動関係（休学・復学・留学・退学）

（平成26年度）
園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
身分異動関係（休学・復学・留学・退学）

（平成27年度）
園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
身分異動関係（休学・復学・留学・退学）

（平成28年度）
園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
身分異動関係（休学・復学・留学・退学）

（平成29年度）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
身分異動関係（休学・復学・留学・退学）

（平成30年度）
園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
身分異動関係（休学・復学・留学・退学）

（平成31年度）
松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
身分異動関係（休学・復学・留学・退学）

（令和2年度）
松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
身分異動関係（休学・復学・留学・退学）

（令和３年度）
松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（平成29年度）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（平成30年度）
園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（平成31年度）
松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（令和2年度）
松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
特別聴講生・科目等履修生・専攻生・研究

生・委託研究生関係（令和３年度）
松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1992年度 学務 学位授与 修士論文審査関係（平成4年度） 園芸学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1993年度 学務 学位授与 修士論文審査関係（平成5年度） 園芸学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1994年度 学務 学位授与 修士論文審査関係（平成6年度） 園芸学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1995年度 学務 学位授与 修士論文審査関係（平成7年度） 園芸学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1996年度 学務 学位授与 修士論文審査関係（平成8年度） 園芸学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1997年度 学務 学位授与 修士論文審査関係（平成9年度） 園芸学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成19年度） 園芸学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成20年度） 園芸学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成21年度） 園芸学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成22年度） 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成23年度） 園芸学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成24年度） 園芸学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成25年度） 園芸学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄
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2015年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学位授与 学位論文審査関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
履修案内・シラバス・時間割関係（平成29

年度）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業
履修案内・シラバス・時間割関係（平成30

年度）
園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業
履修案内・シラバス・時間割関係（平成31

年度）
松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業
履修案内・シラバス・時間割関係（令和2年

度）
松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業
履修案内・シラバス・時間割関係（令和３

年度）
松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業
大学院履修計画票･研究経過報告書（令和2

年度）
松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業
大学院履修計画票･研究経過報告書（令和3

年度）
松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 教職関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 教職関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 教職関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 教職関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 教職関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

1909年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉県立園芸専門学校）（明

治42年度～）
園芸学部事務⾧ 1910年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1914年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉県立高等園芸学校）（大

正3年度～）
園芸学部事務⾧ 1915年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1929年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉高等園芸学校）（昭和4年

度～）
園芸学部事務⾧ 1930年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1944年度 学務 指導要録
学籍簿関係（千葉農業専門学校）（昭和19

年度～）
園芸学部事務⾧ 1945年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1949年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和24年度～） 園芸学部事務⾧ 1950年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1937年度 学務 指導要録 指導要録関係（実務科）（昭和12年度～） 園芸学部事務⾧ 1938年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1944年度 学務 指導要録
指導要録関係（農業実科）（昭和19年度

～）
園芸学部事務⾧ 1945年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1951年度 学務 指導要録
指導要録関係（農業別科）（昭和26年度

～）
園芸学部事務⾧ 1952年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1975年度 学務 指導要録
指導要録関係（園芸別科）（昭和50年度

～）
園芸学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1969年度 学務 指導要録
指導要録関係（大学院園芸学研究科）（昭

和44年度～）
園芸学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1949年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳関係（昭和24年度～） 園芸学部事務⾧ 1950年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1975年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（園芸別科）（昭和50年度

～）
園芸学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

1969年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳関係（大学院園芸学研究科）

（昭和44年度～）
園芸学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与
履修証明プログラム修了生台帳関係（平成

30年度～）
園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 未定

2017年度 管理運営 防災・危機管理 公開講座関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 公開講座関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理 公開講座関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 公開講座関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理 公開講座関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理 公開研究発表会（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 公開研究発表会（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理 公開研究発表会（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 公開研究発表会（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理 公開研究発表会（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 履修証明プログラム（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理 履修証明プログラム（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 履修証明プログラム（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理 履修証明プログラム（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係（平成26年度） 園芸学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係（平成27年度） 園芸学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係（平成28年度） 園芸学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係（令和2年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 国費外国人留学生関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 国費外国人留学生関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 国費外国人留学生関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 国費外国人留学生関係（令和２年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

255



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2021年度 学務 留学 国費外国人留学生関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 私費外国人留学生関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 私費外国人留学生関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 私費外国人留学生関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 私費外国人留学生関係（令和２年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 私費外国人留学生関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用 学⾧表彰関係（令和3年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 証明書発行 証明書発行台帳（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 証明書発行 証明書発行台帳（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 証明書発行 証明書発行台帳（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書発行 証明書発行台帳（令和２年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書発行 証明書発行台帳（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 学生支援 東北太平洋沖地震安否確認関係書類 園芸学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 日本人各種奨学金関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 日本人各種奨学金関係（令和２年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 日本人各種奨学金関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
各種奨学金・学習奨励費関係（平成31年

度）
松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学
各種奨学金・学習奨励費関係（令和２年

度）
松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学
各種奨学金・学習奨励費関係（令和３年

度）
松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
保証書・宣誓書・学生カード関係（平成29

年度）
園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
保証書・宣誓書・学生カード関係（平成30

年度）
園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
保証書・宣誓書・学生カード関係（平成31

年度）
松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
保証書・宣誓書・学生カード関係（令和２

年度）
松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
保証書・宣誓書・学生カード関係（令和３

年度）
松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
就職状況報告関係（職業安定所）等（平成

31年度）
松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
就職状況報告関係（職業安定所）等（令和

２年度）
松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
就職状況報告関係（職業安定所）等（令和

３年度）
松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 入退寮関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 入退寮関係（令和２年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 入退寮関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 安全保障輸出関係文書(学生生活関係) 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 各輸出等実施後7年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出関係文書(学生生活関係) 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 各輸出等実施後7年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出関係文書(学生生活関係) 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 各輸出等実施後7年 未定 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA ＴＡ・ＲＡ業務関係（平成29年度） 園芸学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA ＴＡ・ＲＡ業務関係（平成30年度） 園芸学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA ＴＡ・ＲＡ・TF業務関係（平成31年度） 松戸地区事務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA ＴＡ・ＲＡ・TF業務関係（令和２年度） 松戸地区事務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA ＴＡ・ＲＡ・TF業務関係（令和３年度） 松戸地区事務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 松戸地区事務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 園芸学科会議資料 園芸学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学部⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 園芸学科会議資料 園芸学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学部⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 園芸学科会議資料 園芸学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学部⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 園芸学科会議資料 園芸学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学部⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 園芸学科会議資料 園芸学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学部⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 応用生命化学科会議資料 園芸学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学部⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 応用生命化学科会議資料 園芸学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学部⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 応用生命化学科会議資料 園芸学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学部⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 応用生命化学科会議資料 園芸学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学部⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 応用生命化学科会議資料 園芸学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 排気設備の管理記録 園芸学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ＲＩ施設汚染検査室園芸学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 排気設備の管理記録 園芸学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ＲＩ施設汚染検査室園芸学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 排気設備の管理記録 園芸学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ＲＩ施設汚染検査室園芸学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
放射線発生装置及び小規模放射線発生装置

の検査記録
園芸学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ＲＩ装備機器管理者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
放射線発生装置及び小規模放射線発生装置

の検査記録
園芸学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ＲＩ装備機器管理者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
放射線発生装置及び小規模放射線発生装置

の検査記録
園芸学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ＲＩ装備機器管理者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可
放射線発生装置及び小規模放射線発生装置

の使用記録
園芸学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ＲＩ装備機器使用室園芸学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可
放射線発生装置及び小規模放射線発生装置

の使用記録
園芸学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ＲＩ装備機器使用室園芸学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可
放射線発生装置及び小規模放射線発生装置

の使用記録
園芸学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ＲＩ装備機器使用室園芸学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 汚染検査の測定記録 園芸学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 汚染定期検査担当者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 汚染検査の測定記録 園芸学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 汚染定期検査担当者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 汚染検査の測定記録 園芸学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 汚染定期検査担当者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 放射性同位元素の保管記録 園芸学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保管責任者研究室 園芸学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 放射性同位元素の保管記録 園芸学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保管責任者研究室 園芸学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 放射性同位元素の保管記録 園芸学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保管責任者研究室 園芸学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 放射性同位元素の使用記録 園芸学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保管責任者研究室 園芸学部⾧ 廃棄
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2018年度 研究協力 許認可 放射性同位元素の使用記録 園芸学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保管責任者研究室 園芸学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 放射性同位元素の使用記録 園芸学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保管責任者研究室 園芸学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 放射性同位元素の廃棄記録 園芸学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保管責任者研究室 園芸学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 放射性同位元素の廃棄記録 園芸学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保管責任者研究室 園芸学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 放射性同位元素の廃棄記録 園芸学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保管責任者研究室 園芸学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 当該施設の作業環境の放射線量の測定記録 園芸学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 環境空間線量測定担当者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 当該施設の作業環境の放射線量の測定記録 園芸学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 環境空間線量測定担当者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 当該施設の作業環境の放射線量の測定記録 園芸学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 環境空間線量測定担当者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 排水設備の管理記録 園芸学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 排水管理担当者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 排水設備の管理記録 園芸学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 排水管理担当者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 排水設備の管理記録 園芸学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 排水管理担当者研究室園芸学部⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 食料資源経済学コース・学科会議資料 園芸学研究科⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 食料資源経済学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 食料資源経済学コース・学科会議資料 園芸学研究科⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 食料資源経済学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 食料資源経済学コース・学科会議資料 園芸学研究科⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 食料資源経済学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 食料資源経済学コース・学科会議資料 園芸学研究科⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 食料資源経済学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 緑地環境学コース・学科会議資料 園芸学研究科⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 緑地・環境学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 緑地環境学コース・学科会議資料 園芸学研究科⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 緑地・環境学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 緑地環境学コース・学科会議資料 園芸学研究科⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 緑地・環境学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 緑地環境学コース・学科会議資料 園芸学研究科⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 緑地・環境学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 生物資源科学コース会議資料 園芸学研究科⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 生物資源科学コース会議資料 園芸学研究科⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 生物資源科学コース会議資料 園芸学研究科⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 生物資源科学コース会議資料 園芸学研究科⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 生物資源科学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 園芸科学コース会議資料 園芸学研究科⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 園芸科学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 園芸科学コース会議資料 園芸学研究科⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 園芸科学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 ランドスケープ学コース会議資料 園芸学研究科⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ランドスケープ学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 ランドスケープ学コース会議資料 園芸学研究科⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ランドスケープ学コース資料室園芸学研究科⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 会計検査院実施検査（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 会計検査院実施検査（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 会計検査院実施検査（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 会計検査院実施検査（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 会計検査院実施検査（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 会計検査院実施検査（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 会計検査院実施検査（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 会計検査院実施検査（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 監事監査（業務監査）（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 監事監査（業務監査）（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 監事監査（業務監査）（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 監事監査（業務監査）（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 監事監査（業務監査）（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 監事監査（業務監査）（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 監事監査（業務監査）（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 監事監査（業務監査）（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 監事監査（会計監査）（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 監事監査（会計監査）（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 監事監査（会計監査）（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 監事監査（会計監査）（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 監事監査（会計監査）（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 監事監査（会計監査）（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 監事監査（会計監査）（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 監事監査（会計監査）（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 内部監査（業務監査）（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 内部監査（会計監査）（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査
内部監査（科研費申請監査）（平成26年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査
内部監査（科研費申請監査）（平成27年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査
内部監査（科研費申請監査）（平成28年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査
内部監査（科研費申請監査）（平成29年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2018年度 管理運営 検査・監査
内部監査（科研費申請監査）（平成30年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査
内部監査（科研費申請監査）（令和元年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 内部監査（科研費申請監査）（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 監査法人による監査（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 監査法人による監査（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 監査法人による監査（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 監査法人による監査（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 監査法人による監査（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 監査法人による監査（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 監査法人による監査（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 監査法人による監査（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 検査・監査 現金実査（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 現金実査（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 現金実査（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 現金実査（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 現金実査（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 現金実査（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 現金実査（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 センター行事（令和3年度） フィールドセンター事務⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 式典・行事 センター祭（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 式典・行事 センター祭（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 式典・行事 センター祭（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 式典・行事 センター祭（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 式典・行事 センター祭（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 センター祭（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 センター祭（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 センター祭（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 センター祭（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 式典・行事 シクラメン祭（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 式典・行事 シクラメン祭（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 式典・行事 シクラメン祭（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 式典・行事 シクラメン祭（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 式典・行事 シクラメン祭（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 シクラメン祭（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 シクラメン祭（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 シクラメン祭（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 シクラメン祭（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 運営会議（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 運営会議（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 運営会議（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 運営会議（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 運営会議（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 運営会議（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 運営会議（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 運営会議（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 運営会議（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 運営会議（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 会議 教員会議（平成15年度） 園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 会議 教員会議（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 会議 教員会議（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 会議 教員会議（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 会議 教員会議（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 会議 教員会議（平成20年度） フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議 教員会議（平成21年度） フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議 教員会議（平成22年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議 教員会議（平成23年度） フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 教員会議（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 教員会議（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 教員会議（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 教員会議（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 教員会議（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員会議（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員会議（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

258



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2020年度 管理運営 会議 教員会議（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員会議（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 連絡会議（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 連絡会議（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 連絡会議（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 連絡会議（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 連絡会議（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 連絡会議（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 連絡会議（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 連絡会議（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 連絡会議（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議 自己点検・評価委員会（平成21年度） フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議 自己点検・評価委員会（平成22年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 自己点検・評価委員会（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議 外部評価委員会（平成22年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 外部評価委員会（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議 教員選考委員会（平成21年度） フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議 教員選考委員会（平成22年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議 教員選考委員会（平成23年度） フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 教員選考委員会（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 教員選考委員会（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 教員選考委員会（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 教員審査委員会（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 教員審査委員会（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員審査委員会（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員審査委員会（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員審査委員会（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員審査委員会（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員審査委員会（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 農場実習連絡会議（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 農場実習連絡会議（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 農場実習連絡会議（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 農場実習連絡会議（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 全国大学附属農場協議会（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 全国大学附属農場協議会（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 全国大学附属農場協議会（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 全国大学附属農場協議会（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 全国大学附属農場協議会（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議
関東・甲信越地域大学付属農場協議会（平

成29年度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
関東・甲信越地域大学付属農場協議会（平

成30年度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議
関東・甲信越地域大学付属農場協議会（令

和元年度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議
関東・甲信越地域大学付属農場協議会（令

和2年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議
関東・甲信越地域大学付属農場協議会（令

和3年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 柏の葉地区交流会（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 柏の葉地区交流会（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 柏の葉地区交流会（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 柏の葉地区交流会（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 柏の葉地区交流会（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 公用車の運行管理（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 公用車の運行管理（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 公用車の運行管理（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 公用車の運行管理（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 公用車の運行管理（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 公印
千葉大学環境健康都市園芸フィールド科学

教育研究センター印の作成
園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 公印
千葉大学環境健康都市園芸フィールド科学

教育研究センター⾧印の廃止
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 公印 千葉大学柏の葉診療所印の作成 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 公印 千葉大学柏の葉診療所⾧印の作成 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 公印
千葉大学環境健康フィールド科学センター

印の作成
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 公印
千葉大学環境健康フィールド科学センター

⾧印の作成
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2012年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成22年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

規程
園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

規程
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

教員会議規程
園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

教員会議規程
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

⾧候補者推薦内規
園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

⾧候補者推薦内規
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

教員選考内規
園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

教員選考内規
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

千葉大学柏の葉診療所規程
園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

千葉大学柏の葉診療所規程
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 千葉大学柏の葉診療所諸料金規程 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 千葉大学柏の葉診療所諸料金規程 フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 学内規程
千葉大学柏の葉診療所環境医学診療科の血

液検査に係る料金に関する規程
フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

における研究倫理審査等に関する規程
フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

疫学・臨床研究倫理審査委員会規程
園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 学内規程
千葉大学環境健康フィールド科学センター

疫学・臨床研究倫理審査委員会規程
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 学内規程
規程の制定改廃（平成24年度）規程関係

（平成24年度）
フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 学内規程
規程の制定改廃（平成25年度）規程関係

（平成25年度）
フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 学内規程
規程の制定改廃（平成26年度）規程関係

（平成26年度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 学内規程
規程の制定改廃（平成27年度）規程関係

（平成27年度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程関係（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程関係（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程関係（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 法人運営 学⾧選考学内意向聴取（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 法人運営 学⾧選考学内意向聴取（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 法人運営 学⾧選考学内意向聴取（平成22年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 広報
報道機関等への情報提供について（平成24

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 広報
報道機関等への情報提供について（平成25

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 広報
報道機関等への情報提供について（平成26

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 広報
報道機関等への情報提供について（平成27

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 広報
報道機関等への情報提供について（平成28

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 広報
報道機関等への情報提供について（平成29

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 広報
報道機関等への情報提供について（平成30

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 広報
報道機関等への情報提供について（令和元

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 広報
報道機関等への情報提供について（令和2年

度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 広報
報道機関等への情報提供について（令和3年

度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 広報 センターリーフレット 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 広報 センターリーフレット フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 センターの施設見学（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 センターの施設見学（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 センターの施設見学（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 センターの施設見学（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 センターの施設見学（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2017年度 管理運営 連携・協力 大学コンソーシアム東葛（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 大学コンソーシアム東葛（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 大学コンソーシアム東葛（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 大学コンソーシアム東葛（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 大学コンソーシアム東葛（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 履修証明プログラム（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 履修証明プログラム（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 履修証明プログラム（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 公開講座（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 公開講座（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 公開講座（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 公開講座（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 公開講座（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 後援名義関係（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 後援名義関係（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 後援名義関係（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用 後援名義関係（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用 後援名義関係（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画 第一期中期目標・中期計画① 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 第一期中期目標・中期計画② フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 第二期中期目標・中期計画 フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 第二期中期目標・中期計画（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 第二期中期目標・中期計画（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 第二期中期目標・中期計画（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 第二期中期目標・中期計画（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 第三期中期目標・中期計画（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 第三期中期目標・中期計画（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 第三期中期目標・中期計画（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 第三期中期目標・中期計画（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 第三期中期目標・中期計画（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画 第三期中期目標・中期計画（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成20年度） フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成21年度） フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成22年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成23年度） フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画 年度計画（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 点検・評価 業務実績報告書（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 組織の設置改廃 組織の設置・改廃（平成21年度） フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国内）（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国外）（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国外）（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国外）（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国外）（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（国外）（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） フィールドセンター事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） フィールドセンター事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） フィールドセンター事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年1月1日 5年 2025年12月31日

電子：共有

サーバー内
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年1月1日 5年 2026年12月31日

電子：共有

サーバー内
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（常勤教職員・平成29年） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（常勤教職員・平成30年） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（常勤教職員・令和元年） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤教職員・平成29年） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤教職員・平成30年） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤教職員・令和元年） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤教職員・令和2年）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤教職員・令和3年）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（常勤教職員・平成29年） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（常勤教職員・平成30年） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（常勤教職員・令和元年） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（常勤教職員・令和2年）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（常勤教職員・令和3年）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（非常勤教職員・平成29年） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（非常勤教職員・平成30年） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（非常勤教職員・令和元年） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（非常勤教職員・令和2年）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（非常勤教職員・令和3年）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 称号授与 千葉大学グランドフェロー（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 称号授与 千葉大学グランドフェロー（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 称号授与 千葉大学グランドフェロー（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 称号授与 千葉大学グランドフェロー（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 称号授与 千葉大学グランドフェロー（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 諸調査・報告関係（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 諸調査・報告関係（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 諸調査・報告関係（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 諸調査・報告関係（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 諸調査・報告関係（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成20年度） フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成21年度） フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成22年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成23年度） フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員録・人事記録 非常勤職員の人事記録（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成16年度）
園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成17年度）
園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成18年度）
園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成19年度）
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成20年度）
フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成21年度）
フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成22年度）
フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成23年度）
フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成24年度）
フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成25年度）
フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成26年度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成27年度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成28年度）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成29年度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2018年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（平成30年度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（令和元年度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（令和2年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免
常勤職員の採用、昇任、配置換え及び退職

等（令和3年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免
非常勤職員の採用及び退職等（平成24年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 人事 任免
非常勤職員の採用及び退職等（平成25年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免
非常勤職員の採用及び退職等（平成26年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免
非常勤職員の採用及び退職等（平成27年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免
非常勤職員の採用及び退職等（平成28年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免
非常勤職員の採用及び退職等（平成29年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免
非常勤職員の採用及び退職等（平成30年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員の採用及び退職等（令和元年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免
非常勤職員の採用及び退職等（令和元年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員の採用及び退職等（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員の採用及び退職等（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（平成22

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（平成23

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（平成24

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（平成25

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（平成26

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（平成27

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（平成28

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（平成29

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（平成30

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（令和元

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（令和2年

度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免
特定雇用教職員の採用及び退職等（令和3年

度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免 客員（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 人事 任免 客員（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免 客員（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免 客員（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免 客員（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免 客員（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免 客員（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免 客員（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免 客員（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 客員（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 人事 任免
センター⾧候補者推薦（平成16年度～平成

18年度）
園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（平成21年度） フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（平成23年度） フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 センター⾧候補者推薦（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 人事 任免 他部局候補者推薦（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 人事 任免 他部局候補者推薦（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 人事 任免 柏の葉診療所⾧（平成16年度） 園芸学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 人事 俸給 昇給（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 人事 俸給 昇給（平成20年度） フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 人事 俸給 昇給（平成21年度） フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 人事 俸給 昇給（平成22年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 人事 俸給 昇給（平成23年度） フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 人事 俸給 昇給（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 人事 俸給 昇給（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 人事 俸給 昇給（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 人事 俸給 昇給（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 人事 俸給 昇給（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2017年度 人事 俸給 昇給（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 俸給 昇給（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 俸給 昇給（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 俸給 昇給（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 俸給 昇給（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 職員の評価 職員の人事評価（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 職員の評価 職員の人事評価（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の評価 職員の人事評価（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の評価 職員の人事評価（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の評価 職員の人事評価（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年3月31日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の評価 年俸制に係る業績評価（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教育研究活動評価（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 人事 諸手当 諸手当（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 人事 諸手当 諸手当（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 人事 諸手当 諸手当（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 人事 諸手当 諸手当（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 人事 諸手当 諸手当（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 諸手当 諸手当（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 諸手当 諸手当（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 諸手当 諸手当（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 諸手当 諸手当（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 人員管理
氏名変更・履歴事項追加訂正（平成29年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 人員管理
氏名変更・履歴事項追加訂正（平成30年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 人員管理
氏名変更・履歴事項追加訂正（令和元年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 人員管理 氏名変更・履歴事項追加訂正（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 人員管理 氏名変更・履歴事項追加訂正（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の研修 研修（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の研修 研修（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の研修 研修（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
勤務時間・休日・休暇・休業（平成29年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
勤務時間・休日・休暇・休業（平成30年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
勤務時間・休日・休暇・休業（令和元年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間・休日・休暇・休業（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務時間・休日・休暇・休業（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 兼業（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 兼業（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 人事 社会保障 雇用保険（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 4年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 4年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 4年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 4年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 社会保障 社会保険（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2018年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 人事 災害補償 労災関係（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 人事 災害補償 労災関係（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 人事 災害補償 労災関係（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用 栄典・表彰推薦関係（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 公的研究費の不正防止（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 公的研究費の不正防止（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 公的研究費の不正防止（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年4月1日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 公的研究費の不正防止（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年4月1日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 固定資産（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 固定資産（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 固定資産（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 固定資産（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 固定資産（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 固定資産（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 固定資産（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 固定資産（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 減損対象資産（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 減損対象資産（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 減損対象資産（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 減損対象資産（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 減損対象資産（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 減損対象資産（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 減損対象資産（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 減損対象資産（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 減損の兆候判定（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 減損の兆候判定（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 減損の兆候判定（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 減損の兆候判定（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 減損の兆候判定（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 減損の兆候判定（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 減損の兆候判定（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 減損の兆候判定（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 会計 予算 概算要求（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 会計 予算 概算要求（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 予算 概算要求（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 概算要求（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 概算要求（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 概算要求（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 予算配分（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 予算配分（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 予算配分（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 予算配分（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

265



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2021年度 会計 予算 予算配分（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 年度計画（予算）案（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 年度計画（予算）案（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 年度計画（予算）案（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 年度計画（予算）案（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 年度計画（予算）案（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 会計 決算 年次・中間決算（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 会計 決算 年次・中間決算（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 決算 年次・中間決算（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 決算 年次・中間決算（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 決算 年次・中間決算（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 決算 年次・中間決算（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 決算 年次・中間決算（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 決算 年次・中間決算（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 決算 年次・中間決算（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 決算 年次・中間決算（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出 経費節減（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出 経費節減（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出 経費節減（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出 経費節減（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 経費節減（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 法人運営 国大協保険（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 法人運営 国大協保険（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 法人運営 国大協保険（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 国大協保険（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 法人運営 国大協保険（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 会計 固定資産管理 土地建物等の使用許可（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 会計 固定資産管理 土地建物等の使用許可（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 土地建物等の使用許可（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 土地建物等の使用許可（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 土地建物等の使用許可（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 土地建物等の使用許可（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 土地建物等の使用許可（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 土地建物等の使用許可（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 土地建物等の使用許可（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 土地建物等の使用許可（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 現金出納簿(写）（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 現金出納簿(写）（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 現金出納簿(写）（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 現金出納簿(写）（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 現金出納簿(写）（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 現金払込通知書（写）（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 現金払込通知書（写）（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 現金払込通知書（写）（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 現金払込通知書（写）（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 現金払込通知書（写）（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 領収書（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 領収書（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 領収書（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 領収書（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 領収書（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 領収書（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 領収書（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 領収書（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入
農場収入の売上一覧・レシート（平成26年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入
農場収入の売上一覧・レシート（平成27年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入
農場収入の売上一覧・レシート（平成28年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入
農場収入の売上一覧・レシート（平成29年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入
農場収入の売上一覧・レシート（平成30年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入
農場収入の売上一覧・レシート（令和元年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入
農場収入の売上一覧・レシート（令和2年

度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入
農場収入の売上一覧・レシート（令和3年

度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入
柏の葉診療所の日報リスト・レシート（平

成26年度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入
柏の葉診療所の日報リスト・レシート（平

成27年度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2016年度 会計 収入
柏の葉診療所の日報リスト・レシート（平

成28年度）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入
柏の葉診療所の日報リスト・レシート（平

成29年度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入
柏の葉診療所の日報リスト・レシート（平

成30年度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入
柏の葉診療所の日報リスト・レシート（令

和元年度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入
柏の葉診療所の日報リスト・レシート（令

和2年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入
柏の葉診療所の日報リスト・レシート（令

和3年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 会計 収入 柏の葉診療所の月報リスト（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 会計 収入 柏の葉診療所の月報リスト（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 柏の葉診療所の月報リスト（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 柏の葉診療所の月報リスト（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 柏の葉診療所の月報リスト（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 柏の葉診療所の月報リスト（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 柏の葉診療所の月報リスト（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 柏の葉診療所の月報リスト（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 柏の葉診療所の月報リスト（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 会計 収入
柏の葉診療所の未収金リスト（平成24年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 会計 収入
柏の葉診療所の未収金リスト（平成25年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入
柏の葉診療所の未収金リスト（平成26年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入
柏の葉診療所の未収金リスト（平成27年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入
柏の葉診療所の未収金リスト（平成28年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入
柏の葉診療所の未収金リスト（平成29年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入
柏の葉診療所の未収金リスト（平成30年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入
柏の葉診療所の未収金リスト（令和元年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 柏の葉診療所の未収金リスト（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入
柏の葉鍼灸院の日報リスト・レシート（平

成26年度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入
柏の葉鍼灸院の日報リスト・レシート（平

成27年度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入
柏の葉鍼灸院の日報リスト・レシート（平

成28年度）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入
柏の葉鍼灸院の日報リスト・レシート（平

成29年度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入
柏の葉鍼灸院の日報リスト・レシート（平

成30年度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入
柏の葉鍼灸院の日報リスト・レシート（令

和元年度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入
柏の葉鍼灸院の日報リスト・レシート（令

和2年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入
柏の葉鍼灸院の日報リスト・レシート（令

和3年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 日誌 予算執行振替伝票（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 日誌 予算執行振替伝票（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 日誌 予算執行振替伝票（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 日誌 予算執行振替伝票（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 日誌 予算執行振替伝票（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 日誌 予算執行振替伝票（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 日誌 予算執行振替伝票（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 日誌 予算執行振替伝票（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 日誌 予算執行振替伝票（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 日誌 予算執行振替伝票（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出 小口現金請求関係（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出 小口現金請求関係（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出 小口現金請求関係（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出 小口現金請求関係（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出 小口現金請求関係（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出 小口現金請求関係（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 小口現金請求関係（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 小口現金請求関係（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出 小口現金受払簿（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出 小口現金受払簿（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出 小口現金受払簿（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出 小口現金受払簿（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出 小口現金受払簿（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出 小口現金受払簿（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 小口現金受払簿（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 小口現金受払簿（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出
物品費・役務費・旅費・人件費の支払書類

と証憑（平成26年度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出
物品費・役務費・旅費・人件費の支払書類

と証憑（平成27年度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出
物品費・役務費・旅費・人件費の支払書類

と証憑（平成28年度）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出
物品費・役務費・旅費・人件費の支払書類

と証憑（平成29年度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出
物品費・役務費・旅費・人件費の支払書類

と証憑（平成30年度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出
物品費・役務費・旅費・人件費の支払書類

と証憑（令和元年度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2020年度 会計 支出
物品費・役務費・旅費・人件費の支払書類

と証憑（令和2年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出
物品費・役務費・旅費・人件費の支払書類

と証憑（令和3年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 会計 契約 入札（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 会計 契約 入札（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 会計 契約 入札（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 会計 契約 入札（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 契約 入札（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 契約 入札（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約 入札（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 未定 未定 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 未定 未定 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 未定 未定 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
未定 未定 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
未定 未定 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 未定 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 未定 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 未定 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 未定 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 未定 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 学内競争的資金
学内公募プログラム（研究支援プログラム）

（平成29年度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 学内競争的資金
学内公募プログラム（研究支援プログラム）

（平成30年度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 学内競争的資金
学内公募プログラム（研究支援プログラム）

（令和元年度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 学内競争的資金
学内公募プログラム（研究支援プログラム）

（令和2年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 学内競争的資金
学内公募プログラム（研究支援プログラム）

（令和3年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 研究活動の不正行為（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 研究活動の不正行為（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 研究活動の不正行為（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 研究活動の不正行為（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（平成21年度） フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（平成22年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（平成23年度） フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2012年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 発明・特許 知的財産権（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
間接経費（競争的研究資金）の執行状況報

告（平成29年度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
間接経費（競争的研究資金）の執行状況報

告（平成30年度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
間接経費（競争的研究資金）の執行状況報

告（令和元年度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
間接経費（競争的研究資金）の執行状況報

告（令和2年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
間接経費（競争的研究資金）の執行状況報

告（令和3年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 国際的共同研究（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 国際的共同研究（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 国際的共同研究（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 国際 国際交流協定 国際的共同研究（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 国際 国際交流事業
日本学術振興会国際交流事業（平成29年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 国際 国際交流事業
日本学術振興会国際交流事業（平成30年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 国際 国際交流事業
日本学術振興会国際交流事業（令和元年

度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 国際 国際交流事業 日本学術振興会国際交流事業（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 国際 国際交流事業 日本学術振興会国際交流事業（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 交流協定（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 交流協定（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 交流協定（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 国際 国際交流協定 交流協定（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 国際 国際交流協定 交流協定（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人研究者（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 学務 身分異動 非正規学生入学許可 フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 建物・構内清掃（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 建物・構内清掃（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 建物・構内清掃（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 施設 環境保全 建物・構内清掃（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 施設 環境保全 建物・構内清掃（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 施設 環境保全 廃棄物（一般・産業）処理（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 施設 環境保全 廃棄物（一般・産業）処理（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 施設 環境保全 廃棄物（一般・産業）処理（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 施設 環境保全 廃棄物（一般・産業）処理（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 施設 環境保全 廃棄物（一般・産業）処理（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 廃棄物（一般・産業）処理（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 廃棄物（一般・産業）処理（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 廃棄物（一般・産業）処理（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 施設 環境保全 廃棄物（一般・産業）処理（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 施設 環境保全 廃棄物（一般・産業）処理（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 エネルギー管理業務（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 エネルギー管理業務（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 エネルギー管理業務（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 施設 環境保全 エネルギー管理業務（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 施設 環境保全 エネルギー管理業務（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理 消防・防災関係（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 消防・防災関係（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理 消防・防災関係（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 消防・防災関係（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2021年度 管理運営 防災・危機管理 消防・防災関係（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理組織体制（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理組織体制（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理組織体制（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理組織体制（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理組織体制（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 図書 年史 大学年史（平成17年度） 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 図書 年史 大学年史（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 図書 年史 大学年史（平成19年度） フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 図書 年史 大学年史（平成20年度） フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 図書 年史 大学年史（平成21年度） フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 図書 年史 大学年史（平成22年度） フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 図書 年史 大学年史（平成23年度） フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 図書 年史 大学年史（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 図書 年史 大学年史（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 図書 年史 大学年史（平成26年度） フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 図書 年史 大学年史（平成27年度） フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 図書 年史 大学年史（平成28年度） フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 図書 年史 大学年史（平成29年度） フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 図書 年史 大学年史（平成30年度） フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 図書 年史 大学年史（令和元年度） フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 図書 年史 大学年史（令和2年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 図書 年史 大学年史（令和3年度）
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所に関する医療法の手続き
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の保険医療機関指定に伴う申

請等

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 医事 患者支援 柏の葉診療所の医療費の公費負担制度 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 医事 患者支援 柏の葉診療所の医療費の公費負担制度 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 医事 患者支援 柏の葉診療所の医療費の公費負担制度 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 医事 患者支援 柏の葉診療所の医療費の公費負担制度 フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 医事 患者支援 柏の葉診療所の医療費の公費負担制度 フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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備考

2009年度 医事 患者支援 柏の葉診療所の医療費の公費負担制度 フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 医事 患者支援 柏の葉診療所の医療費の公費負担制度 フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 医事 患者支援 柏の葉診療所の医療費の公費負担制度 フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援 柏の葉診療所の医療費の公費負担制度 フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援 柏の葉診療所の医療費の公費負担制度 フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等 フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所の保険・公費以外の届出等
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 医事 患者支援
柏の葉診療所が診療報酬の請求受領するた

めの手続き
園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 医事 患者支援
柏の葉診療所が診療報酬の請求受領するた

めの手続き
園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 医事 患者支援
柏の葉診療所が診療報酬の請求受領するた

めの手続き
園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 医事 患者支援
柏の葉診療所が診療報酬の請求受領するた

めの手続き
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 医事 患者支援
柏の葉診療所が診療報酬の請求受領するた

めの手続き
フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 医事 患者支援
柏の葉診療所が診療報酬の請求受領するた

めの手続き
フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 医事 患者支援
柏の葉診療所が診療報酬の請求受領するた

めの手続き
フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 医事 患者支援
柏の葉診療所が診療報酬の請求受領するた

めの手続き
フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援
柏の葉診療所が診療報酬の請求受領するた

めの手続き
フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援
柏の葉診療所が診療報酬の請求受領するた

めの手続き
フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2004年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
園芸学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2005年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
園芸学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2007年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2008年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2009年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2010年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2011年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
倉庫

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
診療室1

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
診療室1

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
診療室1

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
診療室1

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
診療室1

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
診療室1

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
診療室1

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 保健管理 健康管理
電子カルテ関連システム（Medical

Station）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・
診療室1

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の調査等要回答文書（平成24

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の調査等要回答文書（平成25

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の調査等要回答文書（平成26

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の調査等要回答文書（平成27

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の調査等要回答文書（平成28

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の調査等要回答文書（平成29

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の調査等要回答文書（平成30

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請
柏の葉診療所の調査等要回答文書（令和元

年度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入
審査委員会、保険者等からの通知書（令和

元年度）
フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入
審査委員会、保険者等からの通知書（令和2

年度）

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援
診療報酬請求書（写）・診療報酬明細書

（写）（平成24年度）
フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援
診療報酬請求書（写）・診療報酬明細書

（写）（平成25年度）
フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援 再審査請求書（写）（平成24年度） フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄
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2013年度 医事 患者支援 再審査請求書（写）（平成25年度） フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療機関申請 柏の葉診療所への保険指導（平成18年度） 園芸学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 保健管理 健康管理 診療録関係 フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 保健管理 健康管理 診療録関係 フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 保健管理 健康管理 診療録関係 フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 保健管理 健康管理 診療録関係 フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 保健管理 健康管理 診療録関係 フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 保健管理 健康管理 診療録関係 フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 保健管理 健康管理 診療録関係 フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 保健管理 健康管理 診療録関係 フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 保健管理 健康管理 診療録関係
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 保健管理 健康管理 診療録関係
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2012年度 保健管理 健康管理 施術録関係 フィールドセンター事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2013年度 保健管理 健康管理 施術録関係 フィールドセンター事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2014年度 保健管理 健康管理 施術録関係 フィールドセンター事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2015年度 保健管理 健康管理 施術録関係 フィールドセンター事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2016年度 保健管理 健康管理 施術録関係 フィールドセンター事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2017年度 保健管理 健康管理 施術録関係 フィールドセンター事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2018年度 保健管理 健康管理 施術録関係 フィールドセンター事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2019年度 保健管理 健康管理 施術録関係 フィールドセンター事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2020年度 保健管理 健康管理 施術録関係
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 保健管理 健康管理 施術録関係
柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

柏の葉地区事務部柏の葉地

区事務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 dri教員会議（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 dri教員審査委員会（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 各種委員会
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 施設管理 施設関係情報
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 式典・行事（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 情報関係（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃 墨田キャンパス関係（平成27年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄 R4年度に企画政策課から移行

2016年度 管理運営 組織の設置改廃 墨田キャンパス関係（平成28年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄 R4年度に企画政策課から移行

2017年度 管理運営 組織の設置改廃 墨田キャンパス関係（平成29年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄 R4年度に企画政策課から移行

2018年度 管理運営 組織の設置改廃 墨田キャンパス関係（平成30年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄 R4年度に企画政策課から移行

2019年度 管理運営 組織の設置改廃 墨田キャンパス関係（令和元年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄 R4年度に企画政策課から移行

2020年度 管理運営 組織の設置改廃 墨田キャンパス関係（令和2年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄 R4年度に企画政策課から移行

2021年度 管理運営 調査統計 総務関係（調査・通知等）（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 施設 維持管理 防火管理者専任届出書他
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 施設 環境保全 環境ISO関連（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 研究倫理教育関係（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理関係（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日

経済産業省

報告完了後7年
未定 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 国際 国際交流事業 外国人来訪者受入報告（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 人事 TA/RA リサーチアシスタント（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年度・非常勤職員等）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年度・非常勤職員等）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 裁量労働制に係る関係書類（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 人事 称号授与 名誉教授関係（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 常勤職員任免関係（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 国際 国際交流協定 部局間協定書（令和3年度）
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 協定終了後5年 未定 紙 事務室書棚

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 公印 公印の作成・廃棄
墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室（ﾌﾛﾝﾃｨｱ）

墨田地区事務部墨田地区事

務課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 国際活動委員会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 国際活動委員会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 国際活動委員会（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 国際活動委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 国際活動委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 広報渉外委員会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 広報渉外委員会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 広報渉外委員会（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 広報渉外委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 広報渉外委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1966年度 管理運営 公印管守 公印簿 医学部事務⾧ 未定 廃止後30年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 公印管守 公印の作成・改刻・廃止（平成10年） 医学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 公印管守 公印の作成・改刻・廃止（平成13年） 医学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

272



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2001年度 管理運営 公印管守 公印の作成・改刻・廃止（平成14年） 医学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 公印管守 公印の作成・改刻・廃止（平成16年） 医学部事務⾧ 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 公印管守 公印の作成・改刻・廃止（平成17年） 医学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 公印管守 公印の作成・改刻・廃止（平成19年） 医学部事務⾧ 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 公印管守 公印の作成・改刻・廃止（平成23年） 医学部事務⾧ 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 公印管守 公印の作成・改刻・廃止（平成24年） 医学部事務⾧ 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 公印管守 公印の作成・改刻・廃止（平成27年） 医学部事務⾧ 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 公印管守 公印の作成・改刻・廃止（平成28年） 医学部事務⾧ 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 公印管守 公印の作成・改刻・廃止（平成31年） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1949年度 管理運営 公印管守 公印簿 薬学部事務⾧ 1950年4月1日 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印 公印簿 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 公印管守 公印簿（研究科⾧印作成） 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 公印 公印の作成・改刻・廃止（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 公印管守 公印簿 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 公印管守 公印簿 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 公印廃止後30年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 公印管守 公印簿（センター印作成）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 公印管守 公印簿（センター事務⾧印作成）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 公印管守 公印簿（センター事務室⾧印作成）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 公印管守 公印簿（センター⾧印作成）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 公印管守 公印簿（千葉大学⾧印・諸手当14作成）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 公印管守 公印簿（亥鼻地区事務部管理課⾧印作成） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 広報 千葉大学医学部概要（平成4年度） 医学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 広報 千葉大学医学部概要（平成5年度） 医学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 広報 千葉大学医学部概要（平成6年度） 医学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 広報 千葉大学医学部概要（平成7年度） 医学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 広報 千葉大学医学部概要（平成8年度） 医学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報 千葉大学医学部概要（平成9年度） 医学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報 千葉大学医学部概要（平成10年度） 医学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報 千葉大学医学部概要（平成11年度） 医学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報 千葉大学医学部概要（平成12年度） 医学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成14年度）
医学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成15年度）
医学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成17年度）
医学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成19年度）
医学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成20年度）
医学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成21年度）
医学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成22年度）
医学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成23年度）
医学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成24年度）
医学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成25年度）
医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2014年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成26年度）
医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2015年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成27年度）
医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2016年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成28年度）
医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2017年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成29年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2018年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（平成30年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2019年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（令和元年度）
医学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2020年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2021年度 管理運営 広報
千葉大学大学院医学研究院・大学院医学薬

学府・医学部概要（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1995年度 管理運営 広報
ＣＨＩＢＡ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＳＣ

ＨＯＯＬ ＯＦ ＭＥＤＩＣＩＮＥ 1995
医学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属高次機能制御研究セン

ター概要（平成5年度）
医学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属高次機能制御研究セン

ター Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｒｅｐｏｒｔ
医学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属高次機能制御研究セン

ター Ｔｈｅ Ｆｉｎａｌ Ｒｅｐｏｒｔ
医学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1971年度 管理運営 広報 研究業績目録 1970 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1972年度 管理運営 広報 研究業績目録 1971 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1973年度 管理運営 広報 研究業績目録 1972 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1974年度 管理運営 広報 研究業績目録 1973 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1975年度 管理運営 広報 研究業績目録 1974 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1976年度 管理運営 広報 研究業績目録 1975 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1977年度 管理運営 広報 研究業績目録 1976 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1978年度 管理運営 広報 研究業績目録 1977 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1979年度 管理運営 広報 研究業績目録 1978 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1980年度 管理運営 広報 研究業績目録 1979 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1981年度 管理運営 広報 研究業績目録 1980 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定
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1982年度 管理運営 広報 研究業績目録 1981 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1983年度 管理運営 広報 研究業績目録 1982 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1984年度 管理運営 広報 研究業績目録 1983 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1985年度 管理運営 広報 研究業績目録 1984 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1986年度 管理運営 広報 研究業績目録 1985 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1987年度 管理運営 広報 研究業績目録 1986 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1988年度 管理運営 広報 研究業績目録 1987 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1989年度 管理運営 広報 研究業績目録 1988 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1990年度 管理運営 広報 研究業績目録 1989 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1991年度 管理運営 広報 研究業績目録 1990 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1992年度 管理運営 広報 研究業績目録 1991 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1993年度 管理運営 広報 研究業績目録 1992 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1994年度 管理運営 広報 研究業績目録 1993 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1995年度 管理運営 広報 研究業績目録 1994 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1996年度 管理運営 広報 研究業績目録 1995 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1997年度 管理運営 広報 研究業績目録 1996 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1998年度 管理運営 広報 研究業績目録 1997 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1999年度 管理運営 広報 研究業績目録 1998 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2000年度 管理運営 広報 研究業績目録 1999 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2001年度 管理運営 広報 研究業績目録 2000 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2002年度 管理運営 広報 研究業績目録 2001 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2003年度 管理運営 広報 研究業績目録 2002 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2004年度 管理運営 広報 研究業績目録 2003 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2005年度 管理運営 広報 研究業績目録 2004 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2006年度 管理運営 広報 研究業績目録 2005 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2007年度 管理運営 広報 研究業績目録 2006 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2008年度 管理運営 広報 研究業績目録 2007 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2009年度 管理運営 広報 研究業績目録 2008 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2010年度 管理運営 広報 研究業績目録 2009 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2011年度 管理運営 広報 研究業績目録 2010 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2012年度 管理運営 広報 研究業績目録 2011 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2013年度 管理運営 広報 業績集 2012 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2014年度 管理運営 広報 業績集 2013 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2015年度 管理運営 広報 業績集 2014 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2016年度 管理運営 広報 業績集 2015 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2017年度 管理運営 広報 業績集 2016 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2018年度 管理運営 広報 業績集 2017 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2019年度 管理運営 広報 業績集 2018 医学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2020年度 管理運営 広報 業績集2019 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2021年度 管理運営 広報 業績集2020 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1992年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成4年度） 看護学部事務⾧ 1992年6月1日 30年 2022年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成5年度） 看護学部事務⾧ 1993年6月1日 30年 2023年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成6年度） 看護学部事務⾧ 1994年6月1日 30年 2024年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成7年度） 看護学部事務⾧ 1995年6月1日 30年 2025年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成8年度） 看護学部事務⾧ 1996年6月1日 30年 2026年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成9年度） 看護学部事務⾧ 1997年6月1日 30年 2027年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成10年度） 看護学部事務⾧ 1998年6月1日 30年 2028年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成11年度） 看護学部事務⾧ 1999年6月1日 30年 2029年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成12年度） 看護学部事務⾧ 2000年6月1日 30年 2030年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成13年度） 看護学部事務⾧ 2001年6月1日 30年 2031年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成14年度） 看護学部事務⾧ 2002年6月1日 30年 2032年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成15年度） 看護学部事務⾧ 2003年6月1日 30年 2033年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成16年度） 看護学部事務⾧ 2004年6月1日 30年 2034年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成17年度） 看護学部事務⾧ 2005年6月1日 30年 2035年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成18年度） 看護学部事務⾧ 2006年6月1日 30年 2036年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成19年度） 看護学部事務⾧ 2007年6月1日 30年 2037年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成20年度） 看護学部事務⾧ 2008年6月1日 30年 2038年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成21年度） 看護学部事務⾧ 2009年6月1日 30年 2039年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成22年度） 看護学部事務⾧ 2010年6月1日 30年 2040年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成23年度） 看護学部事務⾧ 2011年6月1日 30年 2041年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2012年6月1日 30年 2042年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2013年6月1日 30年 2043年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2014年6月1日 30年 2044年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2015年6月1日 30年 2045年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2016年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2016年6月1日 30年 2046年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2017年6月1日 30年 2047年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 看護学部要覧（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2018年6月1日 30年 2048年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 看護学部要覧（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2019年6月1日 30年 2049年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 広報 看護学部英文要覧（1993） 看護学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 広報 看護学部英文要覧（1995） 看護学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 広報
千葉大学真核微生物研究センター概要

（1993）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 広報
千葉大学真核微生物研究センター概要

（1995）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年11月1日 30年 2026年10月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報
千葉大学真核微生物研究センター概要

（1997）

真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター概要

（1998）

真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター概要（1999

−2000）

真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター概要（2002

−2003）

真菌医学研究センター事務

室⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター概要（2004

−2005）

真菌医学研究センター事務

⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター概要

（2006）

真菌医学研究センター事務

⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター概要

（2008）

真菌医学研究センター事務

⾧
2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター概要

（2010）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年3月1日 30年 2041年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター概要

（2013）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年10月1日 30年 2043年9月30日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター概要

（2015）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年3月1日 30年 2045年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター概要

（2017）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2017年3月1日 30年 2047年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター概要

（2019）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第1号（平成

14年）

真菌医学研究センター事務

室⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第2号（平成

15年）

真菌医学研究センター事務

室⾧
2003年2月10日 30年 2033年2月9日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第3号（平成

16年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2004年3月10日 30年 2034年3月9日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第4号（平成

17年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第5号（平成

18年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2006年3月1日 30年 2036年2月29日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第6号（平成

19年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2007年3月1日 30年 2037年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第7号（平成

20年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2008年3月1日 30年 2038年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第8号（平成

21年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2009年3月1日 30年 2039年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第9号（平成

22年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2010年3月1日 30年 2040年2月29日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第10号（平

成23年）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年3月1日 30年 2041年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第11号（平

成24年）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年3月1日 30年 2042年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報
千葉大学真菌センターＮＥＷＳ第12号（平

成25年）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年3月1日 30年 2043年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院医学研究科高次機能系博士課程設置

計画書
医学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 組織の設置改廃 大学院医学薬学教育部設置計画書 医学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 組織の設置改廃 組織関係（新設･改組） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃 組織関係（新設･改組） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃 組織関係（新設･改組） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃 組織関係（新設･改組） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃 組織関係（新設･改組） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃 組織関係（新設･改組） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃 組織関係（新設･改組） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 組織の設置改廃 組織関係（新設･改組） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 組織の設置改廃 薬学部研究科改組関係（平成9年） 薬学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院医学薬学教育部設置計画書（平成12

年度）
薬学部事務⾧ 2000年8月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 組織の設置改廃
千葉大学薬学部薬学科及び薬科学科の設置

報告書
薬学部事務⾧ 2005年10月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 組織の設置改廃
千葉大学薬学部薬学科及び薬科学科の設置

計画書
薬学部事務⾧ 2005年7月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成24年度）
薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成25年度）
薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 組織の設置改廃
大学院等の設置に係る履行状況報告書（平

成26年度）
薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 組織の設置改廃 変更承認申請書（教育課程）（平成6年） 看護学部事務⾧ 1994年3月1日 30年 2024年2月29日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 組織の設置改廃 変更承認申請書（入学定員）（平成10年） 看護学部事務⾧ 1998年3月1日 30年 2028年2月29日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1975年度 管理運営 組織の設置改廃 看護学部設置計画書（昭和50年） 看護学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1979年度 管理運営 組織の設置改廃
看護学研究科設置計画書（修士課程）（昭

和54年）
看護学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 組織の設置改廃
看護学研究科設置計画書（博士課程）（平

成5年）
看護学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 組織の設置改廃 専攻設置計画書（修士課程）（平成14年） 看護学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1979年度 管理運営 組織の設置改廃 看護学部学生定員の変更届（昭和54年度） 看護学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1982年度 管理運営 組織の設置改廃 看護学部学生定員の変更届（昭和57年度） 看護学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 組織の設置改廃
教育研究組織の新設・改組等の計画（平成

26年度）
看護学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 組織の設置改廃
教育研究組織の新設・改組等の計画（平成

27年度）
看護学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 組織の設置改廃
教育研究組織の新設・改組等の計画（平成

28年度）
看護学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 組織の設置改廃
教育研究組織の新設・改組等の計画（平成

29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 組織の設置改廃
教育研究組織の新設・改組等の計画（平成

30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 組織の設置改廃
教育研究組織の新設・改組等の計画（令和

元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 組織の設置改廃 看護学研究科設置計画書（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 常用 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄 設置計画書のみ常用

275



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

1997年度 管理運営 組織の設置改廃 センター改組（平成9年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 組織の設置改廃 センター改組（平成21年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成14年度） 薬学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成15年度） 薬学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成16年度） 薬学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成17年度） 薬学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成18年度） 薬学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成19年度） 薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成20年度） 薬学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成21年度） 薬学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成22年度） 薬学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成23年度） 薬学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 学部・研究科等の現況調査表 薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 学部・研究科等の現況調査表（第2期） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成16年度） 看護学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成17年度） 看護学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成18年度） 看護学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成19年度） 看護学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成20年度） 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成21年度） 看護学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成22年度） 看護学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成23年度） 看護学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係文書 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係文書 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係文書 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係文書
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係文書
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係文書
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成19年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成20年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成21年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成22年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成23年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・計画・評価（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 点検・評価
千葉大学医学部・大学院医学研究科外部評

価資料（まとめ）
医学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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1998年度 管理運営 点検・評価
千葉大学医学部・大学院医学研究科外部評

価資料（講座別研究教育活動）
医学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 点検・評価
千葉大学医学部・大学院医学研究科評価と

提言
医学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 点検・評価
外部評価に対する千葉大学医学部・医学研

究科の取り組み
医学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 点検・評価 千葉大学大学院医学研究院外部評価 医学部事務⾧ 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 点検・評価 医学教育分野別評価（平成26年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 点検・評価 医学教育分野別評価（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 点検・評価
千葉大学医学部高次機能制御研究センター

評価（平成5年度）
医学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 点検・評価
千葉大学医学部高次機能制御研究センター

評価（平成6年度）
医学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 点検・評価
千葉大学医学部高次機能制御研究センター

評価（平成7年度）
医学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 点検・評価
自己点検・評価報告書「薬学部1993」（平

成5年度）
薬学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 点検・評価
自己点検・評価報告書「薬学部1997」（平

成9年度）
薬学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 点検・評価 外部評価報告書（平成9年度） 薬学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 点検・評価 認証評価関係 看護学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 点検・評価 認証評価（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 点検・評価 認証評価（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 点検・評価 点検･評価 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書（平成9年度） 看護学部事務⾧ 1999年3月1日 30年 2029年2月28日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 点検・評価
外部評価・自己点検評価報告書（平成11年

度）
看護学部事務⾧ 1999年12月1日 30年 2029年11月30日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書関係 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書関係 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書関係 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書関係
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書関係
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価報告書関係
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 点検・評価
千葉大学真核微生物研究センターの活動に

関する評価（1987．5．21−1995．12．

真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年2月1日 30年 2027年1月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 点検・評価
千葉大学真菌医学研究センター第二回外部

評価報告書

真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年3月1日 30年 2031年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 点検・評価
千葉大学真菌医学研究センター第三回外部

評価報告書

真菌医学研究センター事務

室⾧
2005年3月1日 30年 2035年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 点検・評価
千葉大学真菌医学研究センター外部評価報

告書2007

真菌医学研究センター事務

⾧
2008年7月1日 30年 2038年6月30日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 点検・評価 大学機関別認証評価関係（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 点検・評価 大学機関別認証評価関係（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 点検・評価 大学機関別認証評価関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 点検・評価 大学機関別認証評価関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 検査・監査 視学委員の実地視察資料（平成6年度） 薬学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 検査・監査 視学委員の実地視察資料（平成13年度） 薬学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 検査・監査 視学委員の実地視察資料（平成14年度） 薬学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 国際交流関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 国際交流関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 国際交流関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄 既：助成事業

2017年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者受入申請・報告（平成29年

度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者受入申請・報告（平成30年

度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者受入申請・報告（令和元年

度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄 2020年度～3部局集約

2017年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者受入申請・報告（平成29年

度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者受入申請・報告（平成30年

度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 外国人研究者等の受入
外国人研究者受入申請・報告（令和元年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人研究者受入申請・報告（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 外国人研究者等の受入 外国人研究者受入申請・報告（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定（ノースカロライナ大学チャペ

ルヒル校及びデンタルリサーチセンター）
医学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定（中国承徳医学院） 医学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1989年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（カナダ・アルバータ大学薬

学部）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（タイ・チュラロンコーン大

学薬学部）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（タイ・チェンマイ大学薬学

部）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（タイ・チェンマイ大学薬学

部）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（タイ・チェンマイ大学薬学

部）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（中国薬科大学薬学院） 薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（中国薬科大学薬学院） 薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 国際交流 国際交流協定
大学間協定書（タイ・チュラロンコーン大

学）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（ニューサウスウェールス大

学）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（タイ・シルパコーン大学薬

学部）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（タイ・シルパコーン大学薬

学部）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2002年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（タイ・シルパコーン大学薬

学部）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（タイ・マヒドン大学薬学

部・大学院）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（瀋陽薬科大学） 薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（香港バプチスト大学） 薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（タイ・マヒドン大学） 薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際交流 国際交流協定 大学間協定書（タイ・チェンマイ大学） 薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（インド・SRM大学） 薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（タイ・シーナカリンウィ

ロート大学薬学部）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（台湾・中国医薬大学薬学

部）
薬学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1990年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（アラバマ大学バーミングハ

ム校看護学部）
看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（ミシガン大学看護学部） 看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（天津医科大学看護学院） 看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（北京大学看護学院） 看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 国際交流 国際交流協定
部局間協定書（サンディエゴ大学看護学

部）
看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（コンケーン大学看護学部） 看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（香港大学看護学部） 看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流協定 部局間協定書（復旦大学理学院） 看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 国際交流 国際交流協定
特定の保健医療施設との提携（千葉県がん

センター）
看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 国際交流 国際交流協定 特定の保健医療施設との提携（下総町） 看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 国際交流 国際交流協定
特定の保健医療施設との提携（葛飾赤十字

産院）
看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 国際交流 国際交流協定
特定の保健医療施設との提携（船橋市立医

療センター）
看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 国際交流 国際交流協定
特定の保健医療施設との提携（千葉県こど

も病院）
看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 国際交流 国際交流協定
特定の保健医療施設との提携（千葉市立病

院）
看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 国際交流 国際交流協定
特定の保健医療施設との提携（千葉県千葉

リハビリテーションセンター）
看護学部事務⾧ 未定 協定終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流協定 国際交流関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流協定 国際交流関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流協定 国際交流関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 国際交流 国際交流協定 国際交流関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 国際交流 国際交流協定 国際交流関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 国際交流協定 国際交流関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 国際交流協定 国際交流関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 国際交流協定 国際交流関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事
解剖慰霊祭（感謝状・遺骨返還）（平成29

年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事
解剖慰霊祭（感謝状・遺骨返還）（平成30

年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事
解剖慰霊祭（感謝状・遺骨返還）（令和元

年度）
医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事
解剖慰霊祭（感謝状・遺骨返還）（令和2年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事
解剖慰霊祭（感謝状・遺骨返還）（令和3年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 実験動物慰霊祭（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 実験動物慰霊祭（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 実験動物慰霊祭（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 実験動物慰霊祭（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 実験動物慰霊祭（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 任免 学⾧選挙（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 任免 学⾧選挙（平成28年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 任免 学⾧選挙（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 学⾧選考関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1991年度 管理運営 会議 教授会（平成4年） 医学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 教授会（平成5年） 医学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 教授会（平成6年） 医学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 教授会（平成7年） 医学部事務⾧ 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 教授会（平成8年） 医学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 教授会（平成9年） 医学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 教授会（平成10年） 医学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 教授会（平成11年） 医学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 教授会（平成12年） 医学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 教授会（平成13年） 医学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 教授会（平成14年） 医学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 教授会（平成15年） 医学部事務⾧ 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 教授会（平成16年） 医学部事務⾧ 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 教授会（平成17年） 医学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 教授会（平成18年） 医学部事務⾧ 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 教授会（平成19年） 医学部事務⾧ 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 教授会（平成20年） 医学部事務⾧ 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 教授会（平成21年） 医学部事務⾧ 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2009年度 管理運営 会議 教授会（平成22年） 医学部事務⾧ 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 教授会（平成23年） 医学部事務⾧ 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 教授会（平成24年） 医学部事務⾧ 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 教授会（平成25年） 医学部事務⾧ 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 教授会（平成26年） 医学部事務⾧ 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 教授会（平成27年） 医学部事務⾧ 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 教授会（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 教授会（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教授会（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教授会（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教授会（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教授会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教授会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成11年） 医学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成12年） 医学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成13年） 医学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成14年） 医学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成15年） 医学部事務⾧ 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成16年） 医学部事務⾧ 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成17年） 医学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成18年） 医学部事務⾧ 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成19年） 医学部事務⾧ 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成20年） 医学部事務⾧ 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成21年） 医学部事務⾧ 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成22年） 医学部事務⾧ 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成23年） 医学部事務⾧ 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 総務幹事会（平成24年） 医学部事務⾧ 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 幹事会議（平成25年） 医学部事務⾧ 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 幹事会議（平成26年） 医学部事務⾧ 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 幹事会議（平成27年） 医学部事務⾧ 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 幹事会議（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 幹事会議（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 幹事会議（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 幹事会議（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 幹事会議（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 幹事会議（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 幹事会議（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成16年度） 医学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成17年度） 医学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成18年度） 医学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成19年度） 医学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成20年度） 医学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成21年度） 医学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 医学系運営委員会関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
大学院医学薬学府幹事会関係（平成24年

度）
医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
大学院医学薬学府幹事会関係（平成25年

度）
医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
大学院医学薬学府幹事会関係（平成26年

度）
医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
大学院医学薬学府幹事会関係（平成27年

度）
医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
大学院医学薬学府幹事会関係（平成28年

度）
医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
大学院医学薬学府幹事会関係（平成29年

度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
大学院医学薬学府幹事会関係（平成30年

度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
大学院医学薬学府幹事会関係（令和元年

度）
医学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 大学院医学薬学府幹事会関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2021年度 管理運営 会議 大学院医学薬学府幹事会関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 遺伝子実験施設関係会議 医学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 遺伝子実験施設関係会議 医学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 遺伝子実験施設関係会議 医学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 バイオメディカル研究センター関係会議 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 社会精神保健教育研究センター関係会議 医学部事務⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 予防医学センター関係会議 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
子どものこころの発達教育研究センター関

係会議
医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
子どものこころの発達教育研究センター関

係会議
医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
子どものこころの発達教育研究センター関

係会議
医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
子どものこころの発達教育研究センター関

係会議
医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
子どものこころの発達教育研究センター関

係会議
医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
子どものこころの発達教育研究センター関

係会議
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
子どものこころの発達教育研究センター関

係会議
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
千葉大学・金沢大学・⾧崎大学

先進予防医学共同専攻連絡協議会
医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
大阪大学大学院

連合小児発達学研究科関係会議
医学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
大阪大学大学院

連合小児発達学研究科関係会議
医学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2013年度 管理運営 会議
大阪大学大学院

連合小児発達学研究科関係会議
医学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
大阪大学大学院

連合小児発達学研究科関係会議
医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
大阪大学大学院

連合小児発達学研究科関係会議
医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
大阪大学大学院

連合小児発達学研究科関係会議
医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
大阪大学大学院

連合小児発達学研究科関係会議
医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
大阪大学大学院

連合小児発達学研究科関係会議
医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
大阪大学大学院

連合小児発達学研究科関係会議
医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
大阪大学大学院

連合小児発達学研究科関係会議
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
大阪大学大学院

連合小児発達学研究科関係会議
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 医学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 医学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 医学部事務⾧ 2019年7月1日 5年 2024年6月30日
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成29年） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成30年） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和元年） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル（平成29年） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル（平成30年） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル（令和元年） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 法人文書ファイル（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和2年度） 医学部事務⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和3年度） 医学部事務⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 調査統計関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 調査統計関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 調査統計関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 調査統計関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調査統計関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1991年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成4年） 医学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成5年） 医学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成6年） 医学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成7年） 医学部事務⾧ 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成8年） 医学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成9年） 医学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成10年） 医学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成11年） 医学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成12年） 医学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成13年） 医学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成14年） 医学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成15年） 医学部事務⾧ 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成15年度） 医学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成16年度） 医学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成17年度） 医学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成18年度） 医学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成19年度） 医学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成20年度） 医学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成21年度） 医学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 法令通知・全学規程通知（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 法令通知・全学規程通知（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 法令通知・全学規程通知（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 法人運営 訴訟関係 医学部事務⾧ 2019年4月1日 終結後30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 委員委嘱（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 委員委嘱（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 委員委嘱（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 委員委嘱（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 委員委嘱（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
各種委員会一覧（全学・薬学研究院）（平

成29年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
各種委員会一覧（全学・薬学研究院）（平

成30年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
各種委員会一覧（全学・薬学研究院）（令

和元年度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
各種委員会一覧（全学・薬学研究院）（令

和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
各種委員会一覧（全学・薬学研究院）（令

和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 研究協力 許認可 病理解剖承諾書（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 研究協力 許認可 病理解剖承諾書（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 研究協力 許認可 病理解剖承諾書（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 研究協力 許認可 病理解剖承諾書（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 研究協力 許認可 病理解剖承諾書（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 病理解剖承諾書（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 病理解剖承諾書（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 病理解剖承諾書（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 病理解剖承諾書（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 病理解剖承諾書（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 系統解剖承諾書（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 系統解剖承諾書（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 系統解剖承諾書（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 系統解剖承諾書（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 系統解剖承諾書（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理(令和2年度) 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理(令和3年度) 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理(令和2年度) 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理(令和3年度) 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 看護学教育指導者研修（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 看護学教育指導者研修（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 看護学教育指導者研修（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 看護学教育指導者研修（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 課題解決型研修（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 看護学教育ワークショップ（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 看護学教育ワークショップ（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 看護学教育ワークショップ（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 看護学教育ワークショップ（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 看護学教育ワークショップ（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 副看護部⾧研修（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 副看護部⾧研修（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 副看護部⾧研修（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 副看護部⾧研修（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 看護管理者研修（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 看護管理者研修（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 看護管理者研修（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 看護管理者研修（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 FD企画者研修（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 FD企画者研修（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 FD企画者研修（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 式典・行事
専門職連携教育研究センター研修（平成30

年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事
専門職連携教育研究センター研修（令和元

年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事
専門職連携教育研究センター研修（令和2年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事
専門職連携教育研究センター研修（令和3年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 薬学部第一教授会（平成4年度） 薬学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 薬学部第一教授会（平成5年度） 薬学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 薬学部第一教授会（平成6年度） 薬学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 薬学部第一教授会（平成7年度） 薬学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 薬学部第一教授会（平成8年度） 薬学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 薬学部第一教授会（平成9年度） 薬学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 薬学部第一教授会（平成10年度） 薬学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 薬学部第一教授会（平成11年度） 薬学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 薬学部第一教授会（平成12年度） 薬学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成13

年度）
薬学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成14

年度）
薬学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成15

年度）
薬学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成16

年度）
薬学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成17

年度）
薬学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成18

年度）
薬学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成19

年度）
薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成20

年度）
薬学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成21

年度）
薬学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成22

年度）
薬学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成23

年度）
薬学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成24

年度）
薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成25

年度）
薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成26

年度）
薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成27

年度）
薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成28

年度）
薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成29

年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（平成30

年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（令和元

年度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（令和2年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
薬学研究院教授会・薬学部教授会（令和3年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 薬学部第二教授会（平成4年度） 薬学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 薬学部第二教授会（平成5年度） 薬学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 薬学部第二教授会（平成6年度） 薬学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 薬学部第二教授会（平成7年度） 薬学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 薬学部第二教授会（平成8年度） 薬学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 薬学部第二教授会（平成9年度） 薬学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 薬学部第二教授会（平成10年度） 薬学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 薬学部第二教授会（平成11年度） 薬学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 薬学部第二教授会（平成12年度） 薬学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成13年度） 薬学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成14年度） 薬学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成15年度） 薬学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成16年度） 薬学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成17年度） 薬学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成18年度） 薬学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成19年度） 薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成20年度） 薬学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成21年度） 薬学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成22年度） 薬学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成23年度） 薬学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 薬学部特別教授会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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1992年度 管理運営 会議 薬学研究科委員会（平成4年度） 薬学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 薬学研究科委員会（平成5年度） 薬学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 薬学研究科委員会（平成6年度） 薬学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 薬学研究科委員会（平成7年度） 薬学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 薬学研究科委員会（平成8年度） 薬学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 薬学研究科委員会（平成9年度） 薬学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 薬学研究科委員会（平成10年度） 薬学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 薬学研究科委員会（平成11年度） 薬学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 薬学研究科委員会（平成12年度） 薬学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成13年

度）
薬学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成14年

度）
薬学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成15年

度）
薬学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成16年

度）
薬学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成17年

度）
薬学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成18年

度）
薬学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成19年

度）
薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成20年

度）
薬学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成21年

度）
薬学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成22年

度）
薬学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成23年

度）
薬学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成24年

度）
薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成25年

度）
薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成26年

度）
薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成27年

度）
薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成28年

度）
薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成29年

度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（平成30年

度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
医学薬学府薬学系運営委員会（令和元年

度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 医学薬学府薬学系運営委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 医学薬学府薬学系運営委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成15年度） 薬学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成16年度） 薬学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成17年度） 薬学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成18年度） 薬学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成19年度） 薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成20年度） 薬学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成21年度） 薬学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成22年度） 薬学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成23年度） 薬学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 医学薬学府幹事会（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 各種委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 亥鼻地区事業場代議員関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
薬学教育協議会関係（関東地区調整機構

含）（平成29年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
薬学教育協議会関係（関東地区調整機構

含）（平成30年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
薬学教育協議会関係（関東地区調整機構

含）（令和元年度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
薬学教育協議会関係（関東地区調整機構

含）（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
薬学教育協議会関係（関東地区調整機構

含）（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
国公立大学薬学部⾧（科⾧・学⾧）会議全

国薬科大学⾧・薬学部⾧会議（平成29年
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
国公立大学薬学部⾧（科⾧・学⾧）会議全

国薬科大学⾧・薬学部⾧会議（平成30年
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
国公立大学薬学部⾧（科⾧・学⾧）会議全

国薬科大学⾧・薬学部⾧会議（令和元年
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
国公立大学薬学部⾧（科⾧・学⾧）会議全

国薬科大学⾧・薬学部⾧会議（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
国公立大学薬学部⾧（科⾧・学⾧）会議全

国薬科大学⾧・薬学部⾧会議（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
千葉県下六大学薬学部⾧連絡会議（平成29

年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
千葉県下六大学薬学部⾧連絡会議（平成30

年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
千葉県下六大学薬学部⾧連絡会議（令和元

年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
千葉県下六大学薬学部⾧連絡会議（令和2年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
千葉県下六大学薬学部⾧連絡会議（令和3年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

284



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2017年度 管理運営 会議 国立大学薬学部事務⾧会議（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 国立大学薬学部事務⾧会議（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 国立大学薬学部事務⾧会議（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 国立大学薬学部事務⾧会議（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 国立大学薬学部事務⾧会議（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 植物分子科学研究センター会議関係 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 植物分子科学研究センター会議関係 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 教授会 （平成5年）（平成4年） 看護学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 教授会 （平成6年）（平成5年） 看護学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 教授会 （平成7年）（平成6年） 看護学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 教授会 （平成8年）（平成7年） 看護学部事務⾧ 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 教授会 （平成9年）（平成8年） 看護学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 教授会 （平成10年）（平成9年） 看護学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 教授会 （平成11年）（平成10年） 看護学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 教授会 （平成12年）（平成11年） 看護学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 教授会 （平成13年）（平成12年） 看護学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 教授会 （平成14年）（平成13年） 看護学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 教授会 （平成15年）（平成14年） 看護学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 教授会 （平成16年）（平成15年） 看護学部事務⾧ 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 教授会 （平成17年）（平成16年） 看護学部事務⾧ 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 教授会 （平成18年）（平成17年） 看護学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 教授会 （平成19年）（平成18年） 看護学部事務⾧ 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 教授会 （平成20年）（平成19年） 看護学部事務⾧ 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 教授会 （平成21年）（平成20年） 看護学部事務⾧ 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （平成22年）（平成21

年）
看護学部事務⾧ 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （平成23年）（平成22

年）
看護学部事務⾧ 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （平成24年）（平成23

年）
看護学部事務⾧ 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （平成25年）（平成24

年）
看護学部事務⾧ 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （平成26年）（平成25

年）
看護学部事務⾧ 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （平成27年）（平成26

年）
看護学部事務⾧ 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （平成28年）（平成27

年）
看護学部事務⾧ 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （平成29年）（平成28

年）
看護学部事務⾧ 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （平成30年）（平成29

年）
看護学部事務⾧ 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （平成31年）（平成30

年）
看護学部事務⾧ 2019年1月1日 30年 2048年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （令和2年）（令和元

年）
看護学部事務⾧ 2020年1月1日 30年 2049年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
学部・研究科教授会 （令和3年）（令和2

年）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 30年 2050年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議  学部・研究科教授会（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 30年 2051年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成5年）（平成4年） 看護学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成6年）（平成5年） 看護学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成7年）（平成6年） 看護学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成8年）（平成7年） 看護学部事務⾧ 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成9年）（平成8年） 看護学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成10年）（平成9年） 看護学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成11年）（平成10年） 看護学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成12年）（平成11年） 看護学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成13年）（平成12年） 看護学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成14年）（平成13年） 看護学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成15年）（平成14年） 看護学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成16年）（平成15年） 看護学部事務⾧ 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成17年）（平成16年） 看護学部事務⾧ 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成18年）（平成17年） 看護学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成19年）（平成18年） 看護学部事務⾧ 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成20年）（平成19年） 看護学部事務⾧ 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 人事教授会 （平成21年）（平成20年） 看護学部事務⾧ 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 特別教授会 （平成21年）（平成20年） 看護学部事務⾧ 2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 特別教授会 （平成22年）（平成21年） 看護学部事務⾧ 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 特別教授会 （平成23年）（平成22年） 看護学部事務⾧ 2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 特別教授会 （平成24年）（平成23年） 看護学部事務⾧ 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 特別教授会 （平成25年）（平成24年） 看護学部事務⾧ 2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 特別教授会 （平成26年）（平成25年） 看護学部事務⾧ 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 特別教授会 （平成27年）（平成26年） 看護学部事務⾧ 2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 特別教授会 （平成28年）（平成27年） 看護学部事務⾧ 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 特別教授会 （平成29年）（平成28年） 看護学部事務⾧ 2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 特別教授会 （平成30年）（平成29年） 看護学部事務⾧ 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 会議 特別教授会 （平成31年）（平成30年） 看護学部事務⾧ 2019年1月1日 30年 2048年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 特別教授会 （令和2年）（令和元年） 看護学部事務⾧ 2020年1月1日 30年 2049年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 特別教授会 （令和3年）（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 30年 2050年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 特別教授会（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 30年 2051年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 運営会議（平成16年度） 看護学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 運営会議（平成17年度） 看護学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 運営会議（平成18年度） 看護学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 運営会議（平成19年度） 看護学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 運営会議（平成20年度） 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 運営会議（平成21年度） 看護学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 運営会議（平成22年度） 看護学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 運営会議（平成23年度） 看護学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 運営会議（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 運営会議（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 運営会議（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 運営会議（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 運営会議（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 運営会議（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 運営会議（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 運営会議（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 運営会議（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学評（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 執行部会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員懇談会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員懇談会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成5年）（平成4年） 看護学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成6年）（平成5年） 看護学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成7年）（平成6年） 看護学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成8年）（平成7年） 看護学部事務⾧ 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成9年）（平成8年） 看護学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成10年）（平成9年） 看護学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成11年）（平成10年） 看護学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成12年）（平成11年） 看護学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成13年）（平成12年） 看護学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成14年）（平成13年） 看護学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成15年）（平成14年） 看護学部事務⾧ 2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成16年）（平成15年） 看護学部事務⾧ 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成17年）（平成16年） 看護学部事務⾧ 2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成18年）（平成17年） 看護学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成19年）（平成18年） 看護学部事務⾧ 2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 研究科委員会 （平成20年）（平成19年） 看護学部事務⾧ 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成19年度） 看護学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成20年度） 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成21年度） 看護学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成22年度） 看護学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成23年度） 看護学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 点検評価委員会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 点検評価委員会（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 点検評価委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 点検評価委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 ⾧期計画委員会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 ⾧期計画委員会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 ⾧期計画委員会（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 ⾧期計画委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 ⾧期計画委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 図書・紀要委員会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 図書・紀要委員会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 図書・紀要委員会（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2020年度 管理運営 会議 図書・紀要委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 図書・年報委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学内・学外委員会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学内・学外委員会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学内 ・学外委員会（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学内 ・学外委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 学内委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 日本看護系大学協議会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 日本看護系大学協議会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 日本看護系大学協議会（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 日本看護系大学協議会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 日本看護系大学協議会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学外会議（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学外会議（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 学外会議（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター運営協議会（平

成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター運営協議会（平

成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター運営協議会（令

和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター運営協議会（令

和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
看護実践・教育・研究共創センター運営協

議会（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター運営委員会（平

成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター運営委員会（平

成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター運営委員会（令

和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター運営委員会（令

和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
看護実践・教育・研究共創センター運営委

員会（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 看護学教育ＣＱＩモデル開発と活用推進 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 看護学教育ＣＱＩモデル開発と活用推進 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 看護学教育ＣＱＩモデル開発と活用推進 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 Society5.0"看護"創出拠点 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 Society5.0"看護"創出拠点 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
専門職連携教育研究センター運営委員会

（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
専門職連携教育研究センター運営委員会

（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
専門職連携教育研究センター運営委員会

（令和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
専門職連携教育研究センター運営委員会

（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
専門職連携教育研究センター運営委員会

（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
専門職連携教育研究センター外部評価委員

会（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
専門職連携教育研究センター外部評価委員

会（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
専門職連携教育研究センター外部評価委員

会（令和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
専門職連携教育研究センター外部評価委員

会（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
専門職連携教育研究センター外部評価委員

会（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター教員会議（平成

29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター教員会議（平成

30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター教員会議（令和

元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
看護実践研究指導センター教員会議（令和2

年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1991年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成4年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成5年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成6年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成7年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成8年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成9年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成10年）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成11年）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成12年）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成13年）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成14年）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 協議員会議事概要（平成15年）
真菌医学研究センター事務

室⾧
2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成16年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成17年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成18年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成19年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成20年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成21年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成22年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成23年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2012年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員会議議事概要（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 会議 運営協議会（平成4年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 会議 運営協議会（平成5年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 会議 運営協議会（平成6年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 会議 運営協議会（平成7年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 会議 運営協議会（平成8年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 運営協議会（平成9年）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 運営協議会（平成10年）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 運営協議会（平成11年）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 運営協議会（平成12年）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 運営協議会（平成13年）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 運営協議会（平成14年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 運営協議会（平成15年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議 運営協議会（平成16年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 運営協議会（平成17年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 運営協議会（平成18年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 運営協議会（平成19年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 運営協議会（平成20年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 運営協議会（平成21年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 運営協議会（平成22年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 運営協議会（平成23年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 運営協議会（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 運営協議会（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 運営協議会（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 運営協議会（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 運営協議会（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 運営協議会（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 運営協議会（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 運営協議会（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 運営協議会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 運営協議会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成15年度）

真菌医学研究センター事務

室⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成16年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成17年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成18年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成19年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成20年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成21年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成22年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成23年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成24年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成25年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
ナショナルバイオリソースプロジェクト運

営委員会（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 改組実行委員会（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 改組実行委員会（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 改組実行委員会（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行依頼簿等（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 称号授与 千葉大学グランドフェロー 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 千葉大学フェロー制度（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 千葉大学フェロー制度（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 千葉大学フェロー制度（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 千葉大学フェロー制度（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 千葉大学フェロー制度（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 薬学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 薬学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2048年3月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 薬学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 予算
予算要求関連（看護実践研究指導セン

ター）（平成28年度）
看護学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算
予算要求関連（看護実践研究指導セン

ター）（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算
予算要求関連（看護実践研究指導セン

ター）（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算
予算要求関連（看護実践研究指導セン

ター）（令和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算
予算要求関連（看護実践研究指導セン

ター）（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算
予算要求関連（看護実践・教育・研究共創

センター）（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 会計 支出
購入依頼書（看護実践研究指導センター）

（平成26年度）
看護学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 会計 支出
購入依頼書（看護実践研究指導センター）

（平成27年度）
看護学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 会計 支出
購入依頼書（看護実践研究指導センター）

（平成28年度）
看護学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 会計 支出
購入依頼書（看護実践研究指導センター）

（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出
購入依頼書（看護実践研究指導センター）

（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出
購入依頼書（看護実践研究指導センター）

（令和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出
購入依頼書（看護実践研究指導センター）

（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出
購入依頼書（看護実践・教育・研究共創セ

ンター）（平成令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 会計 支出
謝金（看護実践研究指導センター）（平成

30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 会計 支出
謝金（看護実践研究指導センター）（令和

元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 会計 支出
謝金（看護実践研究指導センター）（令和2

年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 会計 支出
謝金（看護実践・教育・研究共創セン

ター）（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
共同研究（看護実践研究指導センター）

（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力
共同研究（看護実践研究指導センター）

（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
共同研究（看護実践研究指導センター）

（令和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力
共同研究（看護実践研究指導センター）

（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力
共同研究（看護実践・教育・研究共創セン

ター）（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 共同利用・共同拠点
教育関係共同利用拠点（看護実践研究指導

センター）（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 共同利用・共同拠点
教育関係共同利用拠点（看護実践研究指導

センター）（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 共同利用・共同拠点
教育関係共同利用拠点（看護実践研究指導

センター）（令和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 共同利用・共同拠点
教育関係共同利用拠点（看護実践研究指導

センター）（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 共同利用・共同拠点
教育関係共同利用拠点（看護実践・教育・

研究共創センター）（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計
センター調査等（看護実践研究指導セン

ター）（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計
センター調査等（看護実践研究指導セン

ター）（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
センター調査等（看護実践研究指導セン

ター）（令和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計
センター調査等（看護実践研究指導セン

ター）（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計
センター調査等（看護実践・教育・研究共

創センター）（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張
旅費（看護実践研究指導センター）（平成

30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張
旅費（看護実践研究指導センター）（令和

元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張
旅費（看護実践研究指導センター）（令和2

年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張
旅費（看護実践・教育・研究共創セン

ター）（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報
センターＨＰ関係（看護実践研究指導セン

ター）（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報
センターＨＰ関係（看護実践研究指導セン

ター）（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報
センターＨＰ関係（看護実践研究指導セン

ター）（令和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報
センターＨＰ関係（看護実践研究指導セン

ター）（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報
センターＨＰ関係（看護実践・教育・研究

共創センター）（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報
センター冊子（看護実践研究指導セン

ター）（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報
センター冊子（看護実践研究指導セン

ター）（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報
センター冊子（看護実践研究指導セン

ター）（令和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報
センター冊子（看護実践研究指導セン

ター）（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報
センター冊子（看護実践研究指導セン

ター）（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 看護学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 看護学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） 看護学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 個人情報保護（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 個人情報保護
個人情報保護・情報セキュリティ関係（令

和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 個人情報保護
個人情報保護・情報セキュリティ関係（令

和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 科学技術研究調査（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 科学技術研究調査（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 科学技術研究調査（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 科学技術研究調査（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 学校基本調査（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 調査関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 総務関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 総務関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 総務関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 総務関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 年史関係資料（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 年史関係資料（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 年史関係資料（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 年史関係資料（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 年史関係資料（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計
日本薬剤師研修センター報告書関係（平成

29年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計
日本薬剤師研修センター報告書関係（平成

30年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
日本薬剤師研修センター報告書関係（令和

元年度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計
日本薬剤師研修センター報告書関係（令和2

年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計
日本薬剤師研修センター報告書関係（令和3

年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 情報安全管理（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
ID取得申請（附属病院実習）（平成29年

度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理
ID取得申請（附属病院実習）（平成30年

度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
ID取得申請（附属病院実習）（令和元年

度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 ID取得申請（附属病院実習）（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 ID取得申請（附属病院実習）（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 総務関係調査（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 総務関係調査（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 総務関係調査（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 総務関係調査（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 総務関係調査（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 庶務関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 庶務関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2019年度 管理運営 調査統計 庶務関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 庶務関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 庶務関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 各種調査関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成4年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成5年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成6年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成7年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成8年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成9年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成10年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成11年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成12年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成13年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成14年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成15年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成16年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成17年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成18年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成19年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成20年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成21年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成22年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成23年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成24年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成25年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成26年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成27年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成28年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成29年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成30年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和元年度・薬学部） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和2年度・薬学部） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和3年度・薬学部） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成4年度） 看護学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成5年度） 看護学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成6年度） 看護学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成7年度） 看護学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成8年度） 看護学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成9年度） 看護学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成10年度） 看護学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成11年度） 看護学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成12年度） 看護学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成13年度） 看護学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成14年度） 看護学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成15年度） 看護学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成16年度） 看護学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成17年度） 看護学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成18年度） 看護学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成19年度） 看護学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成20年度） 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成21年度） 看護学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成22年度） 看護学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成23年度） 看護学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2020年度 管理運営 学内規程 規程関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成4年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1993年6月1日 30年 2023年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成7年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成9年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成12年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成13年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成14年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成15年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成16年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成17年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成18年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成19年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成20年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成21年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成22年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成23年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 グランドフェロー（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 国内出張（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張
出張依頼（職員の派遣、教員の研修等）

（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張
出張依頼（職員の派遣、教員の研修等）

（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張
出張依頼（職員の派遣、教員の研修等）

（令和元年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張
出張依頼（職員の派遣、教員の研修等）

（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張
出張依頼（職員の派遣、教員の研修等）

（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 安全保障輸出管理（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 許認可 教育訓練給付制度（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 通知通達 総務関係通知（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 通知通達 総務関係通知（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 総務関係通知（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 総務関係通知（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 総務関係通知（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 通知通達
新型コロナウイルス感染症対策（令和2年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 20年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 移管

2021年度 管理運営 通知通達
新型コロナウイルス感染症対策（令和3年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 20年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 移管

2016年度 管理運営 通知通達
看護学教育研究共同利用拠点「メーリング

リスト」
看護学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 管理運営 広報
千葉大学真核微生物研究センター報告（平

成4年）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1993年3月1日 30年 2023年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 広報
千葉大学真核微生物研究センター報告（平

成5年）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1994年3月1日 30年 2024年2月29日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 広報
千葉大学真核微生物研究センター報告（平

成6年）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1995年3月1日 30年 2025年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 広報
千葉大学真核微生物研究センター報告（平

成7年）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年3月1日 30年 2026年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 広報
千葉大学真核微生物研究センター報告（平

成8年）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年3月1日 30年 2027年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成9

年）

真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年3月1日 30年 2028年2月29日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

10年）

真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年3月1日 30年 2029年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

11年）

真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年3月1日 30年 2030年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

12年）

真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年3月1日 30年 2031年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

13年）

真菌医学研究センター等事

務⾧
2002年3月1日 30年 2032年2月29日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

14年）

真菌医学研究センター事務

室⾧
2003年3月1日 30年 2033年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

15年）

真菌医学研究センター事務

室⾧
2004年3月1日 30年 2034年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

16年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2005年3月1日 30年 2035年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

17年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2006年3月1日 30年 2036年2月29日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

18年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2007年3月1日 30年 2037年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

19年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2008年3月1日 30年 2038年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

20年）

真菌医学研究センター事務

⾧
2009年3月1日 30年 2039年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

21・22年）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年3月1日 30年 2041年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

23年）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年3月1日 30年 2042年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2012年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

24年）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年3月1日 30年 2043年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

25年）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年3月1日 30年 2044年2月29日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

26年）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年3月1日 30年 2045年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

27年）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年3月1日 30年 2046年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

28年）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年3月1日 30年 2047年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

29年）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年3月1日 30年 2048年2月29日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（平成

30年）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年3月1日 30年 2049年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（令和

元年）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2020年3月1日 30年 2050年2月28日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（令和2

年）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報
千葉大学真菌医学研究センター報告（令和3

年）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 日誌 タクシーチケット受払簿（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理 時間外利用許可申請書（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理 時間外利用許可申請書（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成21年度） 医学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2010年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2011年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2012年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2013年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2014年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2015年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2016年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2017年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2018年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2019年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定
電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2020年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用職員/非常勤職員）（令

和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定

電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2021年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用職員/非常勤職員）（令

和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定

電子：共有

サーバー内
事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2010年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用教職員/非常勤職員）

（平成22年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用教職員/非常勤職員）

（平成23年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用教職員/非常勤職員）

（平成24年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用教職員/非常勤職員）

（平成25年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用教職員/非常勤職員）

（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用教職員/非常勤職員）

（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用教職員/非常勤職員）

（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用教職員/非常勤職員）

（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用教職員/非常勤職員）

（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（特定雇用教職員/非常勤職員）

（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1991年度 人事 任免 医学部⾧候補者選挙（平成4年） 医学部事務⾧ 1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 医学部⾧候補者選挙（平成6年） 医学部事務⾧ 1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 医学部⾧候補者選挙（平成8年） 医学部事務⾧ 1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 医学部⾧候補者選挙（平成10年） 医学部事務⾧ 1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 医学部⾧候補者選挙（平成12年） 医学部事務⾧ 2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免
大学院医学研究部⾧候補者選挙（平成15

年）
医学部事務⾧ 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免
大学院医学研究院⾧候補者選挙（平成17

年）
医学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免
大学院医学研究院⾧候補者選挙（平成19

年）
医学部事務⾧ 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免
大学院医学研究院⾧候補者選挙（平成21

年）
医学部事務⾧ 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免
大学院医学研究院⾧候補者選挙（平成23

年）
医学部事務⾧ 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 部局⾧候補者選考（平成25年） 医学部事務⾧ 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 部局⾧候補者選考（平成27年） 医学部事務⾧ 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 部局⾧候補者選考（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 部局⾧候補者選考（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 部局⾧候補者選考（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 部局⾧候補者選考（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 部局⾧候補者選考（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成5年） 医学部事務⾧ 1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成7年） 医学部事務⾧ 1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成9年） 医学部事務⾧ 1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成11年） 医学部事務⾧ 2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成13年） 医学部事務⾧ 2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成15年） 医学部事務⾧ 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成17年） 医学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成19年） 医学部事務⾧ 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成21年） 医学部事務⾧ 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成23年） 医学部事務⾧ 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成25年） 医学部事務⾧ 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2016年度 人事 任免 医学部附属病院⾧選挙（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 人事異動発令関係 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2015年度 人事 任免 人事異動発令関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2016年度 人事 任免 人事異動発令関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2017年度 人事 任免 人事異動発令関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2018年度 人事 任免 人事異動発令関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2019年度 人事 任免 人事異動発令関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2020年度 人事 任免 人事異動発令関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2021年度 人事 任免 人事異動発令関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2015年度 人事 任免
クロスアポイントメント制度（平成27年

度）
医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2016年度 人事 任免
クロスアポイントメント制度（平成28年

度）
医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2017年度 人事 任免
クロスアポイントメント制度（平成29年

度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2018年度 人事 任免
クロスアポイントメント制度（平成30年

度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2019年度 人事 任免
クロスアポイントメント制度（令和元年

度）
医学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2020年度 人事 任免 クロスアポイントメント制度（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2021年度 人事 任免 クロスアポイントメント制度（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2016年度 人事 任免 卓越研究員事業（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 卓越研究員事業（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 卓越研究員事業（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 卓越研究員事業（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 卓越研究員事業（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 卓越研究員事業（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2020年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免
国立大学改革強化推進補助金による若手研

究者（平成26年度）
医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
国立大学改革強化推進補助金による若手研

究者（平成27年度）
医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
国立大学改革強化推進補助金による若手研

究者（平成28年度）
医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
国立大学改革強化推進補助金による若手研

究者（平成29年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
国立大学改革強化推進補助金による若手研

究者（平成30年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
国立大学改革強化推進補助金による若手研

究者（令和元年度）
医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
国立大学改革強化推進補助金による若手研

究者（令和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
国立大学改革強化推進補助金による若手研

究者（令和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 特定雇用職員異動関係 医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 特定雇用職員異動関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 特定雇用職員異動関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 特定雇用職員異動関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 特定雇用職員異動関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 特定雇用職員異動関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 特定雇用職員異動関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 特定雇用職員異動関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（令和２年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 薬学部⾧候補者選挙（平成5年） 薬学部事務⾧ 1994年3月1日 30年 2024年2月29日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 薬学部⾧候補者選挙（平成7年） 薬学部事務⾧ 1996年3月1日 30年 2026年2月28日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 薬学部⾧候補者選挙（平成9年） 薬学部事務⾧ 1998年3月1日 30年 2028年2月29日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 薬学部⾧候補者選挙（平成11年） 薬学部事務⾧ 2000年3月1日 30年 2030年2月28日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 薬学部⾧候補者選挙（平成15年） 薬学部事務⾧ 2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 薬学研究院⾧候補者選挙（平成17年） 薬学部事務⾧ 2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 薬学研究院⾧候補者選挙（平成19年） 薬学部事務⾧ 2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 薬学研究院⾧候補者選挙（平成21年） 薬学部事務⾧ 2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 薬学研究院⾧候補者選挙（平成23年） 薬学部事務⾧ 2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 薬学研究院⾧候補者選挙（平成25年） 薬学部事務⾧ 2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 薬学研究院⾧候補者選挙（平成27年） 薬学部事務⾧ 2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 薬学研究院⾧候補者選挙（平成29年） 薬学部事務⾧ 2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 職員の任免（平成4年度） 薬学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 職員の任免（平成5年度） 薬学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 職員の任免（平成6年度） 薬学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 職員の任免（平成7年度） 薬学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 職員の任免（平成8年度） 薬学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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1997年度 人事 任免 職員の任免（平成9年度） 薬学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 職員の任免（平成10年度） 薬学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 職員の任免（平成11年度） 薬学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 職員の任免（平成12年度） 薬学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 職員の任免（平成13年度） 薬学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 職員の任免（平成14年度） 薬学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 職員の任免（平成15年度） 薬学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 職員の任免（平成16年度） 薬学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 職員の任免（平成17年度） 薬学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 職員の任免（平成18年度） 薬学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 任免 職員の任免（平成19年度） 薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 職員の任免（平成20年度） 薬学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 職員の任免（平成21年度） 薬学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 職員の任免（平成22年度） 薬学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 職員の任免（平成23年度） 薬学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 職員の任免（平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 職員の任免（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 職員の任免（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 職員の任免（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 職員の任免（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 職員の任免（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 職員の任免（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 職員の任免（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 職員の任免（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 職員の任免（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 特定雇用職員（薬学）の任免（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 特定雇用職員（薬学）の任免（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員等（薬学）の任免（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員等（薬学）の任免（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤講師（平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤講師（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤講師（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤講師（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤講師（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤講師（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤講師（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤講師（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤講師（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤講師（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 学部⾧候補者選挙（平成5年） 看護学部事務⾧ 1993年5月1日 30年 2023年4月30日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 学部⾧候補者選挙（平成7年） 看護学部事務⾧ 1995年5月1日 30年 2025年4月30日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 学部⾧候補者選挙（平成9年） 看護学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 学部⾧候補者選挙（平成11年） 看護学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 学部⾧候補者選挙（平成13年） 看護学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 学部⾧候補者選挙（平成15年） 看護学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 学部⾧候補者選挙（平成17年） 看護学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 学部⾧候補者選挙（平成19年） 看護学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 研究科⾧候補者選挙（平成21年） 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 研究科⾧候補者選挙（平成23年） 看護学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 研究科⾧候補者選挙（平成25年） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 研究科⾧候補者選挙（平成27年） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 研究科⾧候補者選挙（平成29年） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 研究科⾧候補者選挙（令和元年） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤職員任免関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤職員任免関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤職員任免関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2015年度 人事 任免 非常勤職員任免関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員任免関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員任免関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員任免関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員任免関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員（看護）任免関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤講師・兼担講師（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤講師・兼担講師（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤講師・兼担講師（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤講師・兼担講師（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤講師・兼担講師（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤講師・兼担講師（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤講師・兼担講師（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
非常勤講師・兼担講師（看護）（令和2年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 常勤職員人事異動関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 常勤職員人事異動関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 常勤職員人事異動関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 常勤職員人事異動関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 常勤職員人事異動関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 常勤職員人事異動関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 常勤職員人事異動関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 常勤職員人事異動関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 常勤職員人事異動関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 常勤職員人事異動関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
特定雇用職員（看護）異動関係（令和2年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
特定雇用職員（看護）異動関係（令和3年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 求人関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 求人関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 求人関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 任免関係（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 任免関係（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 任免関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 任免関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 任免関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 任免関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 任免関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 任免関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免
センター⾧候補者選挙（平成5年）（真核微

生物研究センター）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1994年3月1日 30年 2024年2月29日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免
センター⾧候補者選挙（平成7年）（真核微

生物研究センター）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年3月1日 30年 2026年2月28日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免
センター⾧候補者選挙（平成8年）（真菌医

学研究センター）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年11月1日 30年 2027年10月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免
センター⾧候補者選挙（平成11年）（真菌

医学研究センター）

真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免
センター⾧候補者選挙（平成15年）（真菌

医学研究センター）

真菌医学研究センター事務

室⾧
2004年3月1日 30年 2034年2月28日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免
センター⾧候補者選挙（平成17年）（真菌

医学研究センター）

真菌医学研究センター事務

⾧
2006年3月1日 30年 2036年2月29日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免
センター⾧候補者選挙（平成19年）（真菌

医学研究センター）

真菌医学研究センター事務

⾧
2008年3月1日 30年 2038年2月28日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1992年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成4年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1993年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成5年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1994年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成6年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1995年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成7年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1996年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成8年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1997年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成9年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成10年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成11年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成12年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成13年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成14年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成15年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成16年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成17年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成18年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2007年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成19年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成20年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成21年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成22年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成23年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 人事関係（教員選考）（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免
特定雇用教職員/非常勤職員等の任免（平成

27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免
特定雇用教職員/非常勤職員等の任免（平成

28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免
特定雇用教職員/非常勤職員等の任免（平成

29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免
特定雇用教職員/非常勤職員等の任免（平成

30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免
特定雇用教職員/非常勤職員等の任免（令和

元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免
特定雇用教職員（真菌）異動関係（令和2年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免
特定雇用教職員（真菌）異動関係（令和3年

度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員（真菌）の任免（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員（真菌）の任免（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給決定 昇給（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給決定 昇給（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給決定 昇給（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 昇給（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 昇給（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成10年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成11年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成12年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成13年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成14年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成15年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 扶養手当関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成10年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成11年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成12年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成13年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成14年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成15年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 通勤手当関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成10年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成11年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成12年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成13年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成14年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成15年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成16年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成17年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成24年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成25年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 住居手当関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成10年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成11年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成12年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成13年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成14年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成15年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成16年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成17年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 単身赴任手当関係（平成18年度） 医学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成11年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成12年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成13年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成14年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成15年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成27年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成28年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2018年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 通勤手当関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成10年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成11年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成12年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成13年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成14年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成15年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成16年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成17年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成24年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成25年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成26年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成27年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成28年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 住居手当関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成10年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成11年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成12年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成13年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成14年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成15年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成27年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成28年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 扶養手当関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成10年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成11年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成12年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成13年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成14年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成15年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成10年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成11年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成12年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成13年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2002年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成14年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成15年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成16年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成17年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成10年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成11年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成12年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成13年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成14年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成15年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 諸手当関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 人事異動に伴う報告関係（平成29年） 看護学部事務⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 人事異動に伴う報告関係（平成30年） 看護学部事務⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 人事異動に伴う報告関係（令和元年） 看護学部事務⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成22年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成23年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 諸手当関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 諸手当関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成10年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成11年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成12年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成13年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成14年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成15年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成16年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成17年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成18年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成19年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成20年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成21年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成22年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成23年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2017年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 扶養手当関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成10年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成11年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成12年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成13年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成14年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成15年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成16年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成17年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成18年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成19年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成20年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成21年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成22年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成23年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 通勤手当関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成10年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成11年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成12年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成13年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成14年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成15年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成16年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成17年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成18年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成19年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成20年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成21年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成22年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成23年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 住居手当関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 大学院担当発令関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 大学院手当（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 大学院手当（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 大学院手当（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 大学院手当（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤講師・兼担講師（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 人事関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 人事関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 人事関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 人事関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 人事関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 諸手当 期末・勤勉手当関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 諸手当 諸手当関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 支給要件喪失後5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 諸手当 諸手当関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 支給要件喪失後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 俸給 昇給関係（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2013年度 人事 俸給 昇給関係（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 俸給 昇給関係（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 俸給 昇給関係（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 俸給 昇給関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 俸給 昇給関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 俸給 昇給関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 俸給 昇給関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 俸給 昇給関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 俸給 昇給関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 任免 教員の再任審査（平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 任免 教員の再任審査（平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 任免 教員の再任審査（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 任免 教員の再任審査（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 任免 教員の再任審査（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 任免 教員の再任審査（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 任免 教員の再任審査（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 教員の再任審査（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 教員の再任審査（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 教員の再任審査（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 教員の再任審査（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 教員の再任審査（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員の定期評価（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 年俸制適用職員の業績評価（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 年俸制適用職員の業績評価（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 年俸制適用職員の業績評価（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 年俸制適用職員の業績評価（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 年俸制適用職員の業績評価（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 年俸制適用職員の業績評価（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和２年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の評価 教員業績評価（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 職員の評価 定期評価（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の評価 業績評価（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の評価 業績評価（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の評価 業績評価（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の評価 業績評価（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の評価 業績評価（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の評価 業績評価（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 職員の評価 教員定期評価 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 テニュアトラック関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 テニュアトラック関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 テニュアトラック関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 テニュアトラック関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 テニュアトラック関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成
テニュアトラック教員評価・審査関係（平

成29年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成
テニュアトラック教員評価・審査関係（平

成30年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成
テニュアトラック教員評価・審査関係（令

和元年度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成
テニュアトラック教員評価・審査関係（令

和2年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成
テニュアトラック教員評価・審査関係（令

和3年度）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（平成26年） 医学部事務⾧ 2015年1月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（平成27年） 医学部事務⾧ 2016年1月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（平成28年） 医学部事務⾧ 2017年1月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（平成29年） 医学部事務⾧ 2018年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（平成30年） 医学部事務⾧ 2019年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和元年） 医学部事務⾧ 2020年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成26年） 医学部事務⾧ 2015年1月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成27年） 医学部事務⾧ 2016年1月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成28年） 医学部事務⾧ 2017年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成29年） 医学部事務⾧ 2018年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成30年） 医学部事務⾧ 2019年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 医学部事務⾧ 2020年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 勤務状況管理 超過勤務命令簿（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 勤務状況管理 超過勤務命令簿（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 勤務状況管理 超過勤務命令簿（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 勤務状況管理 超過勤務命令簿（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 超過勤務命令簿（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 超過勤務命令簿（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 超過勤務命令簿（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 超過勤務命令簿（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 病気療養報告（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 病気療養報告（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 病気療養報告（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（平成31年） 薬学部事務⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和元年度・非常勤職員等） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和元年度・非常勤職員等） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和元年度・非常勤職員等） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年 管理運営 勤務状況管理 勤務状況等管理簿（平成31年） 薬学部事務⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年 管理運営 勤務状況管理 勤務状況等管理簿（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年 管理運営 勤務状況管理 勤務状況等管理簿（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 薬学部事務⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和元年） 看護学部事務⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年 管理運営 勤務状況管理
出勤簿(未来医療教育研究機構） （平成31

年）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年 管理運営 勤務状況管理
出勤簿(未来医療教育研究機構） （令和2

年）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年 管理運営 勤務状況管理
出勤簿(未来医療教育研究機構） （令和3

年）
亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成31年）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（平成31年）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2021年度 管理運営 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等）（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（平成31年）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 勤務状況管理 その他勤務状況関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年（※） 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張
旅行依頼簿等（招へい関係）（令和元年

度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行依頼簿等（招へい関係）（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行依頼簿等（招へい関係）（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 勤労統計調査（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス対策関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 20年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス対策関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 20年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 移管

2020年度 管理運営 防災・危機管理 COVID19研究室運営体制調査 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 20年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 移管

2020年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス対策関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 20年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス対策関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 20年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 移管

2017年度 管理運営 防災・危機管理 防災訓練（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 防災訓練（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理 防災訓練（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 日本医学教育評価機構（ＪＡＣＭＥ） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 献体委員会 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年2月28日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理 防災関係 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年3月30日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 時間外勤務報告（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2018年度 人事 給与・退職手当 時間外勤務報告（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 時間外勤務報告（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 時間外勤務報告（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 時間外勤務報告（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 勤務時間報告書（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 社会保険関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 社会保険関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 社会保険関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 社会保障 ⾧期組合員資格取得届（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障 ⾧期組合員資格取得届（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 ⾧期組合員資格取得届（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 ⾧期組合員資格取得届（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 ⾧期組合員資格取得届（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 社会保障 組合員証関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 社会保障 組合員証関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 組合員証関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 組合員証関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 組合員証関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2007年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成19年度） 薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成20年度） 薬学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成21年度） 薬学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成22年度） 薬学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成23年度） 薬学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 表彰・名義使用 叙位・叙勲（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 表彰・名義使用 叙勲関係（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 表彰・名義使用 叙勲関係（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 表彰・名義使用 叙勲関係（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 表彰・名義使用 叙勲関係（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 表彰・名義使用 叙勲関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 表彰・名義使用 叙勲関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 表彰・名義使用 叙勲関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 表彰・名義使用 叙勲関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 表彰・名義使用 叙勲関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 表彰・名義使用 叙勲関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 学外研修申請書（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 学外研修申請書（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 学外研修申請書（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 海外研修承認申請書（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 海外研修承認申請書（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 海外研修承認申請書（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 職員の研修（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 職員の研修（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 職員の研修（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 学外研修願（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 学外研修願（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 学外研修願（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2019年度 人事 職員の研修 研修関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 研修関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 研修関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の研修 研修関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の研修 研修関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の研修 研修関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 兼業終了後3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 職員の兼業 兼業（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 職員の兼業 兼業（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 職員の兼業 兼業（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職員の兼業 兼業（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 兼業（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 兼業（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 兼業終了後3年 2022年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 兼業終了後3年 2023年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 2024年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請等（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 兼業終了後3年 2025年5月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 兼業終了後3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 兼業終了後3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 短期・無報酬兼業関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 兼業終了後3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 災害補償 労働者災害補償保険（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 災害補償 労働者災害補償保険（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 災害補償 労働者災害補償保険（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境 亥鼻地区安全衛生委員会（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境 亥鼻地区安全衛生委員会（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 亥鼻地区安全衛生委員会（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 亥鼻地区安全衛生委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 亥鼻地区安全衛生委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境
亥鼻地区安全衛生委員会関係（平成29年

度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境
亥鼻地区安全衛生委員会関係（平成30年

度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境
亥鼻地区安全衛生委員会関係（令和元年

度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 亥鼻地区安全衛生委員会関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 亥鼻地区安全衛生委員会関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 職場環境 安全衛生管理（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 職場環境 安全衛生管理（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 職場環境 安全衛生管理（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職場環境 安全衛生管理（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職場環境 安全衛生管理（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1998年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成10年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1999年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成11年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2000年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成12年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2001年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成13年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2002年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成14年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2003年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成15年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2004年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成16年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2005年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成17年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2006年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成18年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄
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2007年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成19年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2008年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成20年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2009年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成21年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2010年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成22年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2011年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成23年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成24年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2013年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成25年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成26年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成27年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成28年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成29年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（平成30年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（令和元年度） 薬学部事務⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄報告書（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定 支給要件喪失後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2014年度 人事 称号授与 表彰関係（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2015年度 人事 称号授与 表彰関係（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2016年度 人事 称号授与 表彰関係（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 称号授与 表彰関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 称号授与 表彰関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 称号授与 表彰関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 称号授与 表彰関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 称号授与 表彰関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 海外渡航 海外渡航関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 国際交流 海外渡航 海外渡航関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 国際交流 海外渡航 海外渡航関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 国際交流 海外渡航 海外渡航関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1978年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（昭和53

年度）
生物活性研究所事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1979年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（昭和54

年度）
生物活性研究所事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1980年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（昭和55

年度）
生物活性研究所事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1981年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（昭和56

年度）
生物活性研究所事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1982年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（昭和57

年度）
生物活性研究所事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1983年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（昭和58

年度）
生物活性研究所事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1984年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（昭和59

年度）
生物活性研究所事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1985年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（昭和60

年度）
生物活性研究所事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1986年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（昭和61

年度）
生物活性研究所事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1987年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（昭和62

年度）
生物活性研究所事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1988年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（昭和63

年度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1989年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成1年

度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1990年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成2年

度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1991年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成3年

度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1992年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成4年

度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1993年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成5年

度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1994年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成6年

度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1995年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成7年

度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1996年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成8年

度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1997年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成9年

度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1998年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成10

年度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1999年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成11

年度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2000年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成12

年度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2001年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成13

年度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2002年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成14

年度）

真菌医学研究センター事務

室⾧
2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2003年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成15

年度）

真菌医学研究センター事務

室⾧
2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2004年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成16

年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2005年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成17

年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2006年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成18

年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2007年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成19

年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2008年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成20

年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2009年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成21

年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2010年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成22

年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2011年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成23

年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2012年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成24

年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2013年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成25

年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2014年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成26

年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定
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2015年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成27

年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2016年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成28

年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2017年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成29

年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2018年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（平成30

年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2019年度 保健管理 健康診断
被ばく及び健康診断の結果の記録（令和元

年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2017年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（一般）（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 健康診断（一般）（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 健康診断（一般）（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2012年度 保健管理 健康診断 健康診断（ＲＩ）（平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2013年度 保健管理 健康診断 健康診断（ＲＩ）（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2014年度 保健管理 健康診断 健康診断（ＲＩ）（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2015年度 保健管理 健康診断 健康診断（ＲＩ）（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2016年度 保健管理 健康診断 健康診断（ＲＩ）（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2017年度 保健管理 健康診断 健康診断（ＲＩ）（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2018年度 保健管理 健康診断 健康診断（ＲＩ）（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（ＲＩ）（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2017年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和2年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和3年度） 亥鼻地区事務部総務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 廃棄

1981年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（昭和56年度）
医学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1982年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（昭和57年度）
医学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1983年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（昭和58年度）
医学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1984年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（昭和59年度）
医学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1985年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（昭和60年度）
医学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1986年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（昭和61年度）
医学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1987年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（昭和62年度）
医学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1988年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（昭和63年度）
医学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1989年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成1年度）
医学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1990年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成2年度）
医学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1991年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成3年度）
医学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1992年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成4年度）
医学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1993年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成5年度）
医学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1994年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成6年度）
医学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1995年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成7年度）
医学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1996年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成8年度）
医学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1997年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成9年度）
医学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1998年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成10年度）
医学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1999年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成11年度）
医学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2000年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成12年度）
医学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2001年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成13年度）
医学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2002年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成14年度）
医学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2003年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成15年度）
医学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2004年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成16年度）
医学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2005年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成17年度）
医学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2006年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成18年度）
医学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2007年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成19年度）
医学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2008年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成20年度）
医学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2009年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成21年度）
医学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2010年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成22年度）
医学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2011年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成23年度）
医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2012年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成24年度）
医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2013年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成25年度）
医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2014年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成26年度）
医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2015年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成27年度）
医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2016年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成28年度）
医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定
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2017年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成29年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2018年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（平成30年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2019年度 保健管理 健康診断
放射線業務従事者に対する健康診断調査票

及び健康診断記録（令和元年度）
医学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1996年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成8

年度）

真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1997年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成9

年度）

真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1998年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

10年度）

真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

1999年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

11年度）

真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2000年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

12年度）

真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2001年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

13年度）

真菌医学研究センター等事

務⾧
2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2002年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

14年度）

真菌医学研究センター事務

室⾧
2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2003年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

15年度）

真菌医学研究センター事務

室⾧
2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2004年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

16年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2005年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

17年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2006年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

18年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2007年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

19年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2008年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

20年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2009年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

21年度）

真菌医学研究センター事務

⾧
2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2010年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

22年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2011年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

23年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2012年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

24年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2013年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断調査票・健康診断記録（平成

25年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部総務課⾧ 未定

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 環境生命医学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 機能形態学（生殖生物医学グループ）医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 機能形態学（神経生物学グループ）医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 認知行動生理学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 代謝生理学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 分子腫瘍学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 分子ウイルス学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 病原細菌制御学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 腫瘍病理学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 病態病理学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 環境労働衛生学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 感染生体防御学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 法医学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 消化器･腎臓内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 循環器内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 画像診断･放射線腫瘍学医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 先端応用外科学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 生殖医学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 眼科学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 耳鼻咽喉科･頭頸部腫瘍学医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 精神医学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 社会精神保健教育研究センター医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 口腔科学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 脳神経外科学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 神経内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 分子病態解析学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 救急集中治療医学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 呼吸器病態外科学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 呼吸器内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 アレルギー･臨床免疫学医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 免疫発生学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 発生再生医学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 粘膜免疫学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 細胞分子医学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 疾患生命医学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 麻酔科学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 バイオメディカル研究センター
バイオメディカル研究セン

ター⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 環境生命医学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 機能形態学（生殖生物医学グループ）医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 機能形態学（神経生物学グループ）医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 認知行動生理学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 代謝生理学 医学研究院⾧ 廃棄
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2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 分子腫瘍学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 分子ウイルス学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 病原細菌制御学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 腫瘍病理学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 病態病理学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 環境労働衛生学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 感染生体防御学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 法医学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 消化器･腎臓内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 循環器内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 画像診断･放射線腫瘍学医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 先端応用外科学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 生殖医学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 眼科学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 耳鼻咽喉科･頭頸部腫瘍学医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 精神医学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 社会精神保健教育研究センター医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 口腔科学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 脳神経外科学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 神経内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 分子病態解析学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 救急集中治療医学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 呼吸器病態外科学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 呼吸器内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 アレルギー･臨床免疫学医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 免疫発生学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 発生再生医学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 粘膜免疫学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 細胞分子医学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 疾患生命医学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 麻酔科学 医学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 バイオメディカル研究センター
バイオメディカル研究セン

ター⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 環境生命医学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 機能形態学（生殖生物医学グループ）医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 機能形態学（神経生物学グループ）医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 認知行動生理学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 代謝生理学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 分子腫瘍学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 分子ウイルス学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 病原細菌制御学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 腫瘍病理学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 病態病理学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 環境労働衛生学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 感染生体防御学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 法医学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 消化器･腎臓内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 循環器内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 画像診断･放射線腫瘍学医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 先端応用外科学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 生殖医学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 眼科学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 耳鼻咽喉科･頭頸部腫瘍学医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 精神医学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 社会精神保健教育研究センター医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 口腔科学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 脳神経外科学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 神経内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 分子病態解析学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 救急集中治療医学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 呼吸器病態外科学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 呼吸器内科学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 アレルギー･臨床免疫学医学研究院⾧ 廃棄
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2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 免疫発生学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 発生再生医学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 粘膜免疫学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 細胞分子医学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 疾患生命医学 医学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 麻酔科学 医学研究院⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 許認可 劇毒物受払簿（平成29年度） 薬学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬学部 薬学研究院⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 劇毒物受払簿（平成30年度） 薬学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬学部 薬学研究院⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 劇毒物受払簿（令和元年度） 薬学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬学部 薬学研究院⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和元年）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 時間外勤務予定・命令書（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告（令和２年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告（令和３年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成29年

度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成30年

度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和元年

度）
医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 電子 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年1月1日 5年 2023年12月31日 電子 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 電子 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2020年7月1日 5年 2025年12月31日 電子 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年12月31日 電子 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年12月31日 電子 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 法人文書管理（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 管理運営 法人運営 個人情報保護（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 宿舎 宿舎関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 宿舎 宿舎関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 タクシーチケット受払簿（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 タクシーチケット受払簿（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約関係 検収業務委嘱
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 管理運営 日誌 警備業務日誌（平成31年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 警備業務日誌（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 警備業務日誌（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成31年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 物品管理 固定資産管理（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 物品管理 固定資産管理（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 物品管理 固定資産管理（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 物品管理 固定資産管理（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 物品管理 固定資産管理（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 アルコール関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 アルコール関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 アルコール関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 アルコール関係（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 アルコール関係（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2012年度 会計 予算 概算要求（平成25年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2013年度 会計 予算 概算要求（平成26年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求（平成27年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求（平成28年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 予算 概算要求（平成29年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求（平成30年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求（平成31年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄
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2019年度 会計 予算 概算要求（令和2年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 概算要求（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 概算要求（令和4年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 当初予算配分（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 当初予算配分（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 当初予算配分（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 当初予算配分（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 当初予算配分（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 予算配分通知（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 予算配分通知（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 予算配分通知（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 予算配分通知（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 予算配分通知（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 環境・安全管理委員会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 環境・安全管理委員会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 環境・安全管理委員会（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 環境・安全管理委員会（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 環境・安全管理委員会（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議
看護・医薬系総合教育研究棟施設管理委員

会（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成29年

度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成30年

度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和元年

度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和2年

度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和3年

度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成29年

度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（平成30年

度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和元年

度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和2年

度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理
各種消防署提出等に関する文書（令和3年

度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
専門職連携教育研究センター関係（平成29

年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
専門職連携教育研究センター関係（平成30

年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
専門職連携教育研究センター関係（令和元

年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
専門職連携教育研究センター関係（令和2年

度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2013年度 会計 決算 各種予算実績報告書（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 決算 各種予算実績報告書（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 決算 各種予算実績報告書（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 決算 各種予算実績報告書（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 決算 各種予算実績報告書（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 決算 各種予算実績報告書（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 決算 各種予算実績報告書（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 決算 各種予算実績報告書（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 国有財産副台帳 薬学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 固定資産副台帳 看護学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 固定資産管理
固定財産の使用許可関係書類（平成26年

度）
看護学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 固定資産管理
固定財産の使用許可関係書類（平成27年

度）
看護学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 固定資産管理
固定財産の使用許可関係書類（平成28年

度）
看護学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理
固定財産の使用許可関係書類（平成29年

度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 固定資産管理
固定財産の使用許可関係書類（平成30年

度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 固定資産管理
固定財産の使用許可関係書類（令和元年

度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 固定財産の使用許可関係書類（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 固定財産の使用許可関係書類（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 固定資産補助管理者台帳（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 固定資産補助管理者台帳（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

312



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2012年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2013年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 固定資産関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 固定資産関係 固定資産関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 支出 諸謝金支出伺文書（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 謝金関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 謝金関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 支出 タクシーチケット受払簿（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 支出 タクシーチケット受払簿（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 支出 タクシーチケット受払簿（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 収入関係（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 収入関係（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 収入関係（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 収入関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 収入関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 収入関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 収入関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 収入関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 収入関係（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 宿舎 宿舎貸与申請書（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可
試験研究用アルコール申告書（平成29年

度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可
試験研究用アルコール申告書（平成30年

度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可
試験研究用アルコール申告書（令和元年

度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可
試験研究用アルコール申告書（令和２年

度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可
試験研究用アルコール申告書（令和３年

度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可
試験研究用アルコール申告書（平成29年

度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可
試験研究用アルコール申告書（平成30年

度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可
試験研究用アルコール申告書（令和元年

度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可
試験研究用アルコール申告書（令和２年

度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可
試験研究用アルコール申告書（令和３年

度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2012年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

25年度）
薬学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2013年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

26年度）
薬学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

27年度）
薬学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

28年度）
薬学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

29年度）
薬学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

30年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（平成

31年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（令和2

年度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（令和3

年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算
概算要求書及び同附属資料提出文書（令和4

年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成29年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（平

成30年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（令

和元年度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（令

和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算
各種予算要求書及び附属資料提出文書（令

和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 当初予算配分書（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 当初予算配分書（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 当初予算配分書（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 予算配分（令和２年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 予算配分（令和３年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 予算追加配分書（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 予算追加配分書（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 予算追加配分書（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄
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2017年度 会計 予算 予算配分通知書（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 予算配分通知書（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 予算配分通知書（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 予算配当通知書（令和２年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 予算配当通知書（令和３年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 予算関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 予算関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（平成29年

度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（平成30年

度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算
各種予算実績額報告提出文書（令和元年

度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2012年度 会計 予算 概算要求書及び同附属資料（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2013年度 会計 予算 概算要求書及び同附属資料（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求書及び同附属資料（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求書及び同附属資料（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 予算 概算要求書及び同附属資料（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求書及び同附属資料（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求書及び同附属資料（平成31年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 概算要求書及び同附属資料（令和2年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 概算要求書及び同附属資料（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 概算要求書及び同附属資料（令和4年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 各種予算要求書（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 各種予算要求書（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 各種予算要求書（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 各種予算要求書（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 当初予算配分書（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 当初予算配分書（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 当初予算配分書（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 当初予算配分書（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 当初予算配分書（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 各種予算配分通知書（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 各種予算配分通知書（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 各種予算配分通知書（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 各種予算配分通知書（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 各種予算配分通知書（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2013年度 会計 予算 平成26年度概算要求関係 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 予算 平成27年度概算要求関係 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 予算 平成28年度概算要求関係 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 予算 平成29年度概算要求関係 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 平成30年度概算要求関係
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 平成31年度概算要求関係
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 令和2年度概算要求関係
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 令和3年度概算要求関係
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 令和4年度概算要求関係
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 予算関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 予算関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 予算関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 予算関係（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 予算関係（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 予算配当通知書（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 予算配当通知書（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 予算配当通知書（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 予算配当通知書（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 予算配当通知書（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 物品管理 廃棄物マニフェスト伝票（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 物品管理 廃棄物マニフェスト伝票（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 物品管理 廃棄物マニフェスト伝票（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 物品管理 廃棄物マニフェスト伝票（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 予算関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄
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2018年度 会計 予算 予算関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 予算関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 予算関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 予算関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 予算 概算要求関係（平成29年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求関係（平成31年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 概算要求関係（令和2年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 概算要求関係（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 概算要求関係（令和4年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 政府調達・入札
官公需契約実績額等に関する決裁文書（平

成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 政府調達・入札
官公需契約実績額等に関する決裁文書（平

成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 政府調達・入札
官公需契約実績額等に関する決裁文書（平

成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 政府調達・入札
官公需契約実績額等に関する決裁文書（平

成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 政府調達・入札
官公需契約実績額等に関する決裁文書（平

成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 政府調達・入札
官公需契約実績額等に関する決裁文書（令

和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 政府調達・入札
官公需契約実績額等に関する決裁文書（令

和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札
官公需契約実績額等に関する決裁文書（令

和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
電気供給契約に関する契約文書（平成26年

度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
電気供給契約に関する契約文書（平成27年

度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
電気供給契約に関する契約文書（平成28年

度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
電気供給契約に関する契約文書（平成29年

度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
電気供給契約に関する契約文書（平成30年

度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
電気供給契約に関する契約文書（令和元年

度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
電気供給契約に関する契約文書（令和2年

度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
電気供給契約に関する契約文書（令和3年

度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医学研究院）

（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医学研究院）

（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医学研究院）

（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医学研究院）

（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医学研究院）

（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医学研究院）

（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医学研究院）

（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医学研究院）

（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院薬学研究

院）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院薬学研究

院）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院薬学研究

院）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院薬学研究

院）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院薬学研究

院）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院薬学研究

院）（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院薬学研究

院）（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（大学院薬学研究

院）（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（看護学部）（平

成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（看護学部）（平

成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（看護学部）（平

成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（看護学部）（平

成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（看護学部）（平

成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（看護学部）（令

和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（看護学部）（令

和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（看護学部）（令

和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（看護学部）（令

和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（看護学部）（令

和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（真菌医学研究セ

ンター）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（真菌医学研究セ

ンター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（真菌医学研究セ

ンター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（真菌医学研究セ

ンター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（真菌医学研究セ

ンター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（真菌医学研究セ

ンター）（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（真菌医学研究セ

ンター）（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（真菌医学研究セ

ンター）（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（バイオメディカル

研究センター）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（バイオメディカル

研究センター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（バイオメディカル

研究センター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄
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法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（バイオメディカル

研究センター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（バイオメディカル

研究センター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（バイオメディカル

研究センター）（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（バイオメディカル

研究センター）（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（バイオメディカル

研究センター）（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（社会精神保健セ

ンター）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（社会精神保健セ

ンター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（社会精神保健セ

ンター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（社会精神保健セ

ンター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（社会精神保健セ

ンター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（社会精神保健セ

ンター）（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（社会精神保健セ

ンター）（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（社会精神保健セ

ンター）（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（予防医学セン

ター）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（予防医学セン

ター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（予防医学セン

ター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（予防医学セン

ター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（予防医学セン

ター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（予防医学セン

ター）（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（予防医学セン

ター）（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（予防医学セン

ター）（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（未来医療教育研

究センター）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（未来医療教育研

究センター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（未来医療教育研

究センター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（未来医療教育研

究センター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（未来医療教育研

究センター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（未来医療教育研

究センター）（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（未来医療教育研

究センター）（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（未来医療教育研

究センター）（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（未来医療教育研

究機構）（令和２年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（子どものこころ

の発達教育研究センター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（子どものこころ

の発達教育研究センター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（子どものこころ

の発達教育研究センター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（子どものこころ

の発達教育研究センター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（子どものこころ

の発達教育研究センター）（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（子どものこころ

の発達教育研究センター）（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（子どものこころ

の発達教育研究センター）（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（再生治療学研究

センター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（再生治療学研究

センター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（再生治療学研究

センター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（再生治療学研究

センター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（再生治療学研究

センター）（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（再生治療学研究

センター）（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（再生治療学研究

センター）（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（医学研究

院）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（医学研究

院）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（医学研究

院）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（医学研究

院）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（医学研究

院）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（医学研究院）（令和元年

度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約 契約関係伝票（医学研究院）（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約 契約関係伝票（医学研究院）（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（大学院薬学

研究院）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（大学院薬学

研究院）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（大学院薬学

研究院）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（大学院薬学

研究院）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（大学院薬学

研究院）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（大学院薬学研究院）（令和

元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 支出
契約関係伝票（大学院薬学研究院）（令和2

年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 支出
契約関係伝票（大学院薬学研究院）（令和3

年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（看護学部）

（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（看護学部）

（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（看護学部）

（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（看護学部）

（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

316
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2018年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（看護学部）

（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約 契約関係伝票（看護学部）（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約 契約関係伝票（看護学部）（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約 契約関係伝票（看護学部）（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約 契約関係伝票（看護学部）（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約 契約関係伝票（看護学部）（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（真菌医学研

究センター）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（真菌医学研

究センター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（真菌医学研

究センター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（真菌医学研

究センター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（真菌医学研

究センター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（真菌医学研究センター）

（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（真菌医学研究センター）

（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（真菌医学研究センター）

（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（バイオメ

ディカル研究センター）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（バイオメ

ディカル研究センター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（バイオメ

ディカル研究センター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（バイオメ

ディカル研究センター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（バイオメ

ディカル研究センター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（バイオメディカル研究セン

ター）（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（バイオメディカル研究セン

ター）（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（バイオメディカル研究セン

ター）（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（社会精神保

健センター）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（社会精神保

健センター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（社会精神保

健センター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（社会精神保

健センター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（社会精神保

健センター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（社会精神保健センター）

（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（社会精神保健センター）

（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（社会精神保健センター）

（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（予防医学セ

ンター）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（予防医学セ

ンター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（予防医学セ

ンター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（予防医学セ

ンター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（予防医学セ

ンター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（予防医学センター）（令和

元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（予防医学センター）（令和2

年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（予防医学センター）（令和3

年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（未来医療教

育研究センター）（平成26年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（未来医療教

育研究センター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（未来医療教

育研究センター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（未来医療教

育研究センター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（未来医療教

育研究センター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（未来医療教育研究セン

ター）（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（未来医療教育研究セン

ター）（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（未来医療教育研究セン

ター）（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（子どものこ

ころの発達教育研究センター）（平成27年
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（子どものこ

ころの発達教育研究センター）（平成28年
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（子どものこ

ころの発達教育研究センター）（平成29年

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（子どものこ

ころの発達教育研究センター）（平成30年

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（子どものこころの発達教育

研究センター）（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（子どものこころの発達教育

研究センター）（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（子どものこころの発達教育

研究センター）（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（再生治療学

研究センター）（平成27年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（再生治療学

研究センター）（平成28年度）
亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（再生治療学

研究センター）（平成29年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
支出契約決議書契約関係伝票（再生治療学

研究センター）（平成30年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約関係伝票（再生治療学研究センター）

（令和元年度）

未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約関係伝票（再生治療学研究センター）

（令和2年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約関係伝票（再生治療学研究センター）

（令和3年度）

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 政府調達・入札 技術審査会資料（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 政府調達・入札 技術審査会資料（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 政府調達・入札 技術審査会資料（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 政府調達・入札 技術審査会資料（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄
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2018年度 会計 政府調達・入札 技術審査会資料（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 政府調達・入札 技術審査会資料（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 政府調達・入札 技術審査会資料（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 技術審査会資料（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2014年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2015年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2016年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2017年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2018年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2020年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（令和2年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（令和3年度）
亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部管理企画課

⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和２年）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年1月1日 5年 2025年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和３年）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年1月1日 5年 2025年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2022年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和４年）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2023年1月1日 5年 2026年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和元年）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2020年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和３年）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2022年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和４年）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2023年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 超過勤務命令簿（令和元年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2020年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 超過勤務命令簿（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 生命倫理審査委員会（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 生命倫理審査委員会（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 生命倫理審査委員会（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 生命倫理審査委員会（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 生命倫理審査委員会（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 向精神薬試験研究関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 向精神薬試験研究関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 向精神薬試験研究関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 向精神薬試験研究関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 向精神薬試験研究関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 国際規制物資関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可 倫理審査（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2013年度 研究協力 許認可 倫理審査（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2014年度 研究協力 許認可 倫理審査（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2015年度 研究協力 許認可 倫理審査（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2016年度 研究協力 許認可 倫理審査（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2017年度 研究協力 許認可 倫理審査（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2018年度 研究協力 許認可 倫理審査（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2019年度 研究協力 許認可 倫理審査（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2020年度 研究協力 許認可 倫理審査（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定
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2021年度 研究協力 許認可 倫理審査（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2017年度 研究協力 許認可 研究倫理教育（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 研究倫理教育（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 研究倫理教育（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 研究倫理教育（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 研究倫理教育（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2011年度 研究協力 許認可 生命倫理審査（平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2012年度 研究協力 許認可 生命倫理審査（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2013年度 研究協力 許認可 生命倫理審査（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2014年度 研究協力 許認可 生命倫理審査（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2015年度 研究協力 許認可 生命倫理審査（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2016年度 研究協力 許認可 生命倫理審査（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2017年度 研究協力 許認可 生命倫理審査（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2018年度 研究協力 許認可 生命倫理審査（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2019年度 研究協力 許認可 生命倫理審査（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2020年度 研究協力 許認可 生命倫理審査（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2021年度 研究協力 許認可 生命倫理審査（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2017年度 研究協力 許認可 動物実験（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 動物実験（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 動物実験（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 動物実験（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 動物実験（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 研究用微生物（病原体）（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 研究用微生物（病原体）（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 研究用微生物（病原体）（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 研究用微生物（病原体）（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 研究用微生物（病原体）（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可
向精神薬研究施設設置者登録・届出（平成

29年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可
向精神薬研究施設設置者登録・届出（平成

30年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可
向精神薬研究施設設置者登録・届出（令和

元年度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可
向精神薬研究施設設置者登録・届出（令和

２年度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 麻薬研究者申請・届出（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 麻薬研究者申請・届出（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 麻薬研究者申請・届出（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 麻薬研究者申請・届出（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 麻薬研究者申請・届出（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 覚せい剤研究者申請・届出（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 覚せい剤研究者申請・届出（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 覚せい剤研究者申請・届出（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 覚せい剤研究者申請・届出（令和２年度） 薬学部事務⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 覚せい剤研究者申請・届出（令和３年度） 薬学部事務⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 特定毒物研究者申請・届出（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 特定毒物研究者申請・届出（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄
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2017年度 研究協力 許認可 動物実験実験関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 動物実験実験関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 動物実験実験関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 動物実験実験関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 病原体等関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 病原体等関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 病原体等関係（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 病原体等関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 動物実験・病原体関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 動物実験・病原体関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 動物実験・病原体関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 動物実験・病原体関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可 倫理審査 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 研究終了後10年 2023年3月31日 紙 倉庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可 倫理審査 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 研究終了後10年 2024年3月31日 紙 倉庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可 倫理審査 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 研究終了後10年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可 倫理審査 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 研究終了後10年 2026年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可 倫理審査 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 研究終了後10年 2027年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 倫理審査 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 研究終了後10年 2028年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 倫理審査 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 研究終了後10年 2029年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 倫理審査 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 研究終了後10年 2030年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 倫理審査
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 研究終了後10年 2031年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 倫理審査委員会（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 遺伝子組換え実験関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 動物実験関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 病原体等関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 病原体等関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 病原体等関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 病原体等関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

1958年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和33年度） 腐敗研究所事務⾧ 1959年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1959年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和34年度） 腐敗研究所事務⾧ 1960年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1960年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和35年度） 腐敗研究所事務⾧ 1961年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1962年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和37年度） 腐敗研究所事務⾧ 1963年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1963年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和38年度） 腐敗研究所事務⾧ 1964年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1964年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和39年度） 腐敗研究所事務⾧ 1965年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1968年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和43年度） 腐敗研究所事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1973年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和48年度） 腐敗研究所事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1974年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和49年度） 生物活性研究所事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1977年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和52年度） 生物活性研究所事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1979年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和54年度） 生物活性研究所事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1984年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和59年度） 生物活性研究所事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1985年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和60年度） 生物活性研究所事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1986年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和61年度） 生物活性研究所事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1987年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和62年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1988年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（昭和63年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1989年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成元年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1990年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成2年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1991年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成3年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1992年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成4年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1993年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成5年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1994年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成6年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1995年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成7年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1996年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成8年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1997年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成9年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定
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1998年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成10年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1999年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成11年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2000年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成12年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2001年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成13年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2002年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成14年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2003年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成15年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2004年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成16年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2005年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成17年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2006年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成18年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2007年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成19年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2008年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成20年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2009年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成21年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2010年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成22年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2011年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成23年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2012年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2013年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2014年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2015年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2016年度 研究協力 許認可 ＲＩ施設関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2017年度 研究協力 許認可 放射線取扱業務関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2018年度 研究協力 許認可 放射線取扱業務関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 放射線取扱業務関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用研究・研究会（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用研究・研究会（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用研究・研究会（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用研究・研究会（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 共同利用・共同拠点 共同利用研究・研究会（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許 研究試料（MTA）関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 発明・特許 研究試料（MTA）関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許 研究試料（MTA）関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 研究試料（MTA）関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 発明・特許 研究試料（MTA）関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2011年度 研究協力 発明・特許 特許（平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 発明・特許 特許（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 発明・特許 特許（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 発明・特許 特許（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 20年 2035年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 発明・特許 特許（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 発明・特許 特許（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許 特許（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 発明・特許 特許（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許 特許（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 特許（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 発明・特許 特許（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（平成26年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（平成27年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（平成28年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（令和3年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

1978年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等使用承認書 医学部事務⾧ 1979年2月1日 常用 未定 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2017年度 研究協力 許認可
放射性同位元素等取扱従事者登録（平成29

年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可
放射性同位元素等取扱従事者登録（平成30

年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可
放射性同位元素等取扱従事者登録（令和元

年度）
医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可
放射性同位元素等取扱従事者登録（令和２

年度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可
放射性同位元素等取扱従事者登録（令和３

年度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等使用記録（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等使用記録（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等使用記録（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等使用記録（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等使用記録（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等保管記録（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等保管記録（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄
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2019年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等保管記録（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等保管記録（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等保管記録（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等廃棄記録（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等廃棄記録（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等廃棄記録（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等廃棄記録（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等廃棄記録（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等運搬記録（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等運搬記録（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等運搬記録（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等運搬記録（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 放射性同位元素等運搬記録（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 排水設備管理記録（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 排水設備管理記録（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 排水設備管理記録（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 排水設備管理記録（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 排水設備管理記録（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 有機廃液焼却炉使用記録（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 有機廃液焼却炉使用記録（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 有機廃液焼却炉使用記録（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 有機廃液焼却炉使用記録（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可
管理区域の放射線量測定記録（平成29年

度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可
管理区域の放射線量測定記録（平成30年

度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可
管理区域の放射線量測定記録（令和元年

度）
医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可
管理区域の放射線量測定記録（令和２年

度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可
管理区域の放射線量測定記録（令和３年

度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 汚染検査測定記録（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 汚染検査測定記録（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 汚染検査測定記録（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 汚染検査測定記録（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 汚染検査測定記録（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

1981年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（昭和56年

度）
医学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1982年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（昭和57年

度）
医学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1983年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（昭和58年

度）
医学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1984年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（昭和59年

度）
医学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1985年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（昭和60年

度）
医学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1986年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（昭和61年

度）
医学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1987年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（昭和62年

度）
医学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1988年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（昭和63年

度）
医学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1989年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成1年

度）
医学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1990年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成2年

度）
医学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1991年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成3年

度）
医学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1992年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成4年

度）
医学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1993年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成5年

度）
医学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1994年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成6年

度）
医学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1995年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成7年

度）
医学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1996年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成8年

度）
医学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1997年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成9年

度）
医学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1998年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成10年

度）
医学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1999年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成11年

度）
医学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2000年度 研究協力 許認可
外部被ばく線量当量測定報告書（平成12年

度）
医学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2001年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成13年度） 医学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2002年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成14年度） 医学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2003年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成15年度） 医学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2004年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成16年度） 医学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2005年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成17年度） 医学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2006年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成18年度） 医学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2007年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成19年度） 医学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2008年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成20年度） 医学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2009年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成21年度） 医学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2010年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2011年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2012年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定
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2013年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2014年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2015年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2016年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2017年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2018年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2019年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2020年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2021年度 研究協力 許認可 外部被ばく線量測定報告書（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1996年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量当量算定記録

（平成8年度）
医学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1997年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量当量算定記録

（平成9年度）
医学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1998年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量当量算定記録

（平成10年度）
医学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

1999年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量当量算定記録

（平成11年度）
医学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2000年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量当量算定記録

（平成12年度）
医学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2001年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

13年度）
医学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2002年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

14年度）
医学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2003年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

15年度）
医学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2004年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

16年度）
医学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2005年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

17年度）
医学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2006年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

18年度）
医学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2007年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

19年度）
医学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2008年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

20年度）
医学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2009年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

21年度）
医学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2010年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

22年度）
医学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2011年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

23年度）
医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2012年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

24年度）
医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2013年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

25年度）
医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2014年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

26年度）
医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2015年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

27年度）
医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2016年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

28年度）
医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2017年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

29年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2018年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（平成

30年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2019年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（令和

元年度）
医学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2020年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（令和

２年度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2021年度 研究協力 許認可
実効線量当量及び組織線量算定記録（令和

３年度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定

2017年度 研究協力 許認可 自主点検記録（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 自主点検記録（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 自主点検記録（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 自主点検記録（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 自主点検記録（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 教育訓練関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 教育訓練関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 教育訓練関係（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 教育訓練関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 教育訓練関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 RI管理室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

1996年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成8年度）
真核微生物研究センター等

事務⾧
1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

1997年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成9年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

1998年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成10年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

1999年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成11年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2000年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成12年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2001年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成13年度）
真菌医学研究センター等事

務⾧
2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2002年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成14年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2003年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成15年度）
真菌医学研究センター事務

室⾧
2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2004年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成16年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2005年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成17年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2006年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成18年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2007年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成19年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2008年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成20年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2009年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成21年度）
真菌医学研究センター事務

⾧
2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2010年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成22年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2011年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成23年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成24年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可 放射線従事者（平成25年度） 亥鼻地区事務部管理課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄
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2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 学術研究助成基金助成金（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 共同利用・共同拠点 学外研究機関等交流（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 共同利用・共同拠点 学外研究機関等交流（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 共同利用・共同拠点 学外研究機関等交流（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 共同利用・共同拠点 学外研究機関等交流（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 共同利用・共同拠点 学外研究機関等交流（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究者養成 日本学術振興会関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 学内競争的資金（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 学内競争的資金（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 学内競争的資金（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 学内競争的資金（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 学内競争的資金（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（令和元年度） 医学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2008年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（循環型地域医療

連携システム学（千葉県）寄附講座）
医学部事務⾧ 2013年4月1日 設置期間終了後10年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2011年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（先進加齢医学寄

附講座）
医学部事務⾧ 2017年10月1日 設置期間終了後10年 2027年9月30日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（地域災害医療

学）
医学部事務⾧ 2017年4月1日 設置期間終了後10年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（先進気道アレル

ギー学）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 設置期間終了後10年 2028年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（不整脈先端治療

学）
医学部事務⾧ 未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（近赤外画像診断

学）
医学部事務⾧ 2019年7月1日 設置期間終了後10年 2029年7月1日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（竹中工務店 健

康空間・まちづくり寄附研究部門）
医学部事務⾧ 未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（積水ハウス 健

やか住環境創造のための広義シックハウス
医学部事務⾧ 未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
共同研究講座（呼吸器疾患治療開発戦略講

座）
医学部事務⾧ 2020年3月31日 設置期間終了後10年 2030年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（分子病態治療学

寄附講座）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄
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2020年度 研究協力 研究用外部資金
共同研究講座（ミラックスセラピューティ

クス株式会社）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 寄附講座・寄附研究部門（医薬品情報学）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（先端脊椎関節機

能再建医学）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（次世代型健康⾧

寿ホルモンアカデミー）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（難治性呼吸器疾

患・肺高血圧症研究）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（運動器科学革新

医療創成）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（山田養蜂場・環

境予防医学）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（呼吸器生体制御

学）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（MR画像誘導即時

適応放射線治療学）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（先端再生形成外

科学）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（千葉県寄附講座

地域医療教育学）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
寄附講座・寄附研究部門（地域消化器内科

人材育成・調査研究）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 寄附講座・寄附研究部門（進化生殖学）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
共同研究講座・共同研究部門（呼吸器生体

制御学）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 設置期間終了後10年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（平成28年度）
医学部事務⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（平成29年度）
医学部事務⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（平成30年度）
医学部事務⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（令和元年度）
医学部事務⾧ 未定 完結後5年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（令和2年度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
定年退職教員の外部研究費による研究活動

に関するガイドライン（令和2年度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
民間等との共同研究契約伺文書（平成29年

度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
民間等との共同研究契約伺文書（平成30年

度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
民間等との共同研究契約伺文書（令和元年

度）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
民間等との共同研究契約伺文書（令和2年

度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
民間等との共同研究契約伺文書（令和3年

度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究契約伺文書（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究契約伺文書（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究契約伺文書（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究契約伺文書（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究契約伺文書（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（令和2年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（令和3年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
奨学寄附金の受入れに関する書類（平成29

年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
奨学寄附金の受入れに関する書類（平成30

年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
奨学寄附金の受入れに関する書類（令和元

年度）
看護学部事務⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
奨学寄附金の受入れに関する書類（令和2年

度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 全研究期間終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
奨学寄附金の受入れに関する書類（令和3年

度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 プロジェクト研究（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 プロジェクト研究（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 プロジェクト研究（令和元年度） 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 プロジェクト研究（令和2年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

1991年度 研究協力 研究用外部資金 寄附講座関係資料（平成4年度） 看護学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究関係（令和2年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 全研究期間終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究関係（令和3年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 書庫

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 全研究期間終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究関係（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 全事業期間終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 全事業期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 全事業期間終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業関係（令和2年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 全事業期間終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業関係（令和3年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 全事業期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺（令和2年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄
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2021年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺（令和3年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 各種募集事業等（令和元年度） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 各種募集事業等（令和２年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 各種募集事業等（令和３年度）
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金
司法・行政・病理解剖【契約書】（平成27

年度）
医学部事務⾧ 2016年4月1日 8年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金
司法・行政・病理解剖【契約書】（平成28

年度）
医学部事務⾧ 2017年4月1日 8年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
司法・行政・病理解剖【契約書】（平成29

年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 8年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
司法・行政・病理解剖【契約書】（平成30

年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 8年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
司法・行政・病理解剖【契約書】（令和元

年度）
医学部事務⾧ 2020年4月1日 8年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
司法・行政・病理解剖【契約書】（令和2年

度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2021年4月1日 8年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
司法・行政・病理解剖【契約書】（令和2年

度）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
2022年4月1日 8年（※） 未定 紙 事務室

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成24年度） 医学研究院⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 環境生命医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成24年度） 医学研究院⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
機能形態学（生殖

生物医学グルー

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成24年度） 医学研究院⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
機能形態学（神経

生物学グループ）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成24年度） 医学研究院⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 腫瘍病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成24年度） 医学研究院⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成24年度） 医学研究院⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 診断病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成25年度） 医学研究院⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 環境生命医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成25年度） 医学研究院⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
機能形態学（生殖

生物医学グルー

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成25年度） 医学研究院⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙
機能形態学（神経

生物学グループ）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成25年度） 医学研究院⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 腫瘍病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成25年度） 医学研究院⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成25年度） 医学研究院⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 診断病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成26年度） 医学研究院⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 環境生命医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成26年度） 医学研究院⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
機能形態学（生殖

生物医学グルー

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成26年度） 医学研究院⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙
機能形態学（神経

生物学グループ）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成26年度） 医学研究院⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 腫瘍病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成26年度） 医学研究院⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成26年度） 医学研究院⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 診断病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成27年度） 医学研究院⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 環境生命医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成27年度） 医学研究院⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
機能形態学（生殖

生物医学グルー

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成27年度） 医学研究院⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
機能形態学（神経

生物学グループ）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成27年度） 医学研究院⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 腫瘍病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成27年度） 医学研究院⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成27年度） 医学研究院⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 診断病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成28年度） 医学研究院⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 環境生命医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成28年度） 医学研究院⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
機能形態学（生殖

生物医学グルー

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成28年度） 医学研究院⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
機能形態学（神経

生物学グループ）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成28年度） 医学研究院⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 腫瘍病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成28年度） 医学研究院⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成28年度） 医学研究院⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 診断病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 環境生命医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
機能形態学（生殖

生物医学グルー

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
機能形態学（神経

生物学グループ）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 腫瘍病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成29年度） 医学研究院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 診断病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 環境生命医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
機能形態学（生殖

生物医学グルー

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
機能形態学（神経

生物学グループ）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 腫瘍病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（平成30年度） 医学研究院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 診断病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 環境生命医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
機能形態学（生殖

生物医学グルー

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
機能形態学（神経

生物学グループ）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 腫瘍病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和元年度） 医学研究院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 診断病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄
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2020年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和２年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 環境生命医学生
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和２年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
機能形態学（生殖

生物医学グルー

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和２年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
機能形態学（神経

生物医学グルー

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和２年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和２年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
亥鼻地区事務部研

究推進課（薬学

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和２年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
亥鼻地区事務部研

究推進課（製剤工

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和２年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
亥鼻地区事務部研

究推進課（薬効薬

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和３年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
機能形態学（生殖

生物医学グルー

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和３年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙
機能形態学（神経

生物グループ）

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和３年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 診断病理学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和３年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和３年度） 薬学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 製剤工学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 国際規制物資受払簿（令和３年度） 薬学研究院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 RI管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和2年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 生殖医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和2年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 形成外科学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和2年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 呼吸器病態外科学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和2年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 麻酔科学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和2年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 法医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和2年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 脳神経内科学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和2年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 機能形態学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和3年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 形成外科学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和3年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 機能形態学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和3年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 法医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和3年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 生殖医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和3年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 呼吸器病態外科学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和3年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 麻酔科学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和3年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 脳神経内科学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 覚醒剤使用簿（令和２年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 法医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 覚醒剤使用簿（令和２年度） 医学研究院⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 精神医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 覚醒剤使用簿（令和３年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 法医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 覚醒剤使用簿（令和３年度） 医学研究院⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 精神医学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和２年度）
社会精神保健教育研究セン

ター⾧
2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙

社会精神保健教育

研究センター

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 麻薬使用簿（令和３年度）
社会精神保健教育研究セン

ター⾧
2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙

社会精神保健教育

研究センター

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 覚醒剤使用簿（令和２年度）
社会精神保健教育研究セン

ター⾧
2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙

社会精神保健教育

研究センター

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 覚醒剤使用簿（令和３年度）
社会精神保健教育研究セン

ター⾧
2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙

社会精神保健教育

研究センター

亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 覚せい剤使用簿（令和２年度） 薬学研究院⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 予防薬学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 覚せい剤使用簿（令和３年度） 薬学研究院⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 予防薬学
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可等 放射性同位元素収支簿（平成29年度） 薬学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ＲＩ管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可等 放射性同位元素収支簿（平成30年度） 薬学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ＲＩ管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可等 放射性同位元素収支簿（令和元年度） 薬学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ＲＩ管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可等 放射性同位元素収支簿（令和２年度） 薬学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ＲＩ管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可等 放射性同位元素収支簿（令和３年度） 薬学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ＲＩ管理室
亥鼻地区事務部研究推進課

⾧
廃棄

2017年度 学務 学生の入学 学務関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生の入学 学務関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 非正規学生（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 非正規学生（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学生 留学生関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学生 留学生関係（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学生 留学生関係（令和元年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 大学院教育委員会（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 大学院教育委員会（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 大学院学務委員会（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 大学院学務委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 大学院学務委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA TA/RA関係 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA TA/RA関係 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA TA/RA関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA TA/RA/TF関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA TA/RA/TF関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1955年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和30年度） 医学部事務⾧ 1956年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1956年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和31年度） 医学部事務⾧ 1957年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1957年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和32年度） 医学部事務⾧ 1958年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1958年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和33年度） 医学部事務⾧ 1959年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1959年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和34年度） 医学部事務⾧ 1960年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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1960年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和35年度） 医学部事務⾧ 1961年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1961年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和36年度） 医学部事務⾧ 1962年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1962年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和37年度） 医学部事務⾧ 1963年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1963年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和38年度） 医学部事務⾧ 1964年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1964年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和39年度） 医学部事務⾧ 1965年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1965年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和40年度） 医学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1966年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和41年度） 医学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1967年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和42年度） 医学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1968年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和43年度） 医学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1969年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和44年度） 医学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1970年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和45年度） 医学部事務⾧ 1971年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1971年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和46年度） 医学部事務⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1972年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和47年度） 医学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1973年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和48年度） 医学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1974年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和49年度） 医学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1975年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和50年度） 医学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1976年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和51年度） 医学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1977年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和52年度） 医学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和53年度） 医学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和54年度） 医学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和55年度） 医学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和56年度） 医学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和57年度） 医学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和58年度） 医学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和59年度） 医学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和60年度） 医学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和61年度） 医学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和62年度） 医学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係（昭和63年度） 医学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成1年度） 医学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成2年度） 医学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成3年度） 医学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成4年度） 医学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成5年度） 医学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成6年度） 医学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成7年度） 医学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成8年度） 医学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成9年度） 医学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成10年度） 医学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成11年度） 医学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成12年度） 医学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成13年度） 医学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成14年度） 医学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成15年度） 医学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成16年度） 医学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成17年度） 医学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成18年度） 医学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成19年度） 医学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成20年度） 医学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成21年度） 医学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(令和1年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 指導要録 指導要録（大学院）関係(令和3度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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2014年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
科目等履修生・研究生・委託研究生関係

（平成29年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
科目等履修生・研究生・委託研究生関係

（平成30年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
科目等履修生・研究生・委託研究生関係

（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
科目等履修生・研究生・委託研究生関係

（令和2年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
科目等履修生・研究生・委託研究生関係

（令和3年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 身分異動（大学院）関係（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 身分異動（大学院）関係（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 身分異動（大学院）関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 身分異動（大学院）関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 身分異動（大学院）関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 身分異動（大学院）関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 身分異動（大学院）関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 身分異動（大学院）関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 身分異動（大学院）関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 身分異動（大学院）関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位申請関係（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位申請関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位申請書類（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位申請書類（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位申請書類（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位申請書類（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位申請書類（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位申請書類（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位申請書類（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位授与手続関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1923年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・大正12年度） 医学部事務⾧ 1924年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1924年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・大正13年度） 医学部事務⾧ 1925年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1925年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・大正14年度） 医学部事務⾧ 1926年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1926年度 学務 卒業・修了・学位授与
学位簿（医科大学・大正15年度/昭和1年

度）
医学部事務⾧ 1927年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1927年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和2年度） 医学部事務⾧ 1928年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1928年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和3年度） 医学部事務⾧ 1929年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1929年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和4年度） 医学部事務⾧ 1930年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1930年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和5年度） 医学部事務⾧ 1931年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1931年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和6年度） 医学部事務⾧ 1932年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1932年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和7年度） 医学部事務⾧ 1933年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1933年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和8年度） 医学部事務⾧ 1934年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1934年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和9年度） 医学部事務⾧ 1935年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1935年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和10年度） 医学部事務⾧ 1936年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1936年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和11年度） 医学部事務⾧ 1937年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1937年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和12年度） 医学部事務⾧ 1938年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1938年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和13年度） 医学部事務⾧ 1939年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1939年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和14年度） 医学部事務⾧ 1940年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1940年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和15年度） 医学部事務⾧ 1941年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1941年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和16年度） 医学部事務⾧ 1942年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1942年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和17年度） 医学部事務⾧ 1943年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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1943年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和18年度） 医学部事務⾧ 1944年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1937年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和12年度） 医学部事務⾧ 1938年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1938年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和13年度） 医学部事務⾧ 1939年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1939年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和14年度） 医学部事務⾧ 1940年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1940年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和15年度） 医学部事務⾧ 1941年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1941年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和16年度） 医学部事務⾧ 1942年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1942年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和17年度） 医学部事務⾧ 1943年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1943年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和18年度） 医学部事務⾧ 1944年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1944年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和19年度） 医学部事務⾧ 1945年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1945年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和20年度） 医学部事務⾧ 1946年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1946年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和21年度） 医学部事務⾧ 1947年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1947年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和22年度） 医学部事務⾧ 1948年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1948年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和23年度） 医学部事務⾧ 1949年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1949年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和24年度） 医学部事務⾧ 1950年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1950年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和25年度） 医学部事務⾧ 1951年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1951年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和26年度） 医学部事務⾧ 1952年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1952年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和27年度） 医学部事務⾧ 1953年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1953年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和28年度） 医学部事務⾧ 1954年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1954年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和29年度） 医学部事務⾧ 1955年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1955年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和30年度） 医学部事務⾧ 1956年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1956年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和31年度） 医学部事務⾧ 1957年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1957年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和32年度） 医学部事務⾧ 1958年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1958年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和33年度） 医学部事務⾧ 1959年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1959年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和34年度） 医学部事務⾧ 1960年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1960年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和35年度） 医学部事務⾧ 1961年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1961年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和36年度） 医学部事務⾧ 1962年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1962年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和37年度） 医学部事務⾧ 1963年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1963年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和38年度） 医学部事務⾧ 1964年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1964年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和39年度） 医学部事務⾧ 1965年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1965年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和40年度） 医学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1966年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和41年度） 医学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1967年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和42年度） 医学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1968年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和43年度） 医学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1969年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和44年度） 医学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1970年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和45年度） 医学部事務⾧ 1971年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1971年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和46年度） 医学部事務⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1972年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和47年度） 医学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1973年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和48年度） 医学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1974年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和49年度） 医学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1975年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和50年度） 医学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1976年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和51年度） 医学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1977年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和52年度） 医学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和53年度） 医学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和54年度） 医学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和55年度） 医学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和56年度） 医学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和57年度） 医学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和58年度） 医学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和59年度） 医学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和60年度） 医学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和61年度） 医学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和62年度） 医学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・昭和63年度） 医学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 指導要録
指導要録（医学部・昭和64年度/平成1年

度）
医学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成2年度） 医学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成3年度） 医学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成4年度） 医学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成5年度） 医学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成6年度） 医学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成7年度） 医学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成8年度） 医学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成9年度） 医学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成10年度） 医学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成11年度） 医学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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2000年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成12年度） 医学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成13年度） 医学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成14年度） 医学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成15年度） 医学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成16年度） 医学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成17年度） 医学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成18年度） 医学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成19年度） 医学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成20年度） 医学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成21年度） 医学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1944年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和19年度） 医学部事務⾧ 1945年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1945年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和20年度） 医学部事務⾧ 1946年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1946年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和21年度） 医学部事務⾧ 1947年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1947年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和22年度） 医学部事務⾧ 1948年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1948年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和23年度） 医学部事務⾧ 1949年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1949年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和24年度） 医学部事務⾧ 1950年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1950年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和25年度） 医学部事務⾧ 1951年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1951年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和26年度） 医学部事務⾧ 1952年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1952年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和27年度） 医学部事務⾧ 1953年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1953年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和28年度） 医学部事務⾧ 1954年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1954年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和29年度） 医学部事務⾧ 1955年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1955年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和30年度） 医学部事務⾧ 1956年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1956年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和31年度） 医学部事務⾧ 1957年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1957年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和32年度） 医学部事務⾧ 1958年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1958年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和33年度） 医学部事務⾧ 1959年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1959年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和34年度） 医学部事務⾧ 1960年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1960年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和35年度） 医学部事務⾧ 1961年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1961年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和36年度） 医学部事務⾧ 1962年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1962年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和37年度） 医学部事務⾧ 1963年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1963年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和38年度） 医学部事務⾧ 1964年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1964年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和39年度） 医学部事務⾧ 1965年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1965年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和40年度） 医学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1966年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和41年度） 医学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1967年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和42年度） 医学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1968年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和43年度） 医学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1969年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和44年度） 医学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1970年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和45年度） 医学部事務⾧ 1971年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1971年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和46年度） 医学部事務⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1972年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和47年度） 医学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1973年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和48年度） 医学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1974年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和49年度） 医学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1975年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和50年度） 医学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1976年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和51年度） 医学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1977年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和52年度） 医学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和53年度） 医学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和54年度） 医学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和55年度） 医学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和56年度） 医学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和57年度） 医学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和58年度） 医学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和59年度） 医学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和60年度） 医学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和61年度） 医学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和62年度） 医学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・昭和63年度） 医学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与
学位簿（医科大学・昭和64年度/平成1年

度）
医学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成2年度） 医学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成3年度） 医学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成4年度） 医学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成5年度） 医学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成6年度） 医学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成7年度） 医学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成8年度） 医学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成9年度） 医学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成10年度） 医学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成11年度） 医学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成12年度） 医学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成13年度） 医学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成14年度） 医学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成15年度） 医学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成16年度） 医学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成17年度） 医学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成18年度） 医学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成19年度） 医学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成20年度） 医学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成21年度） 医学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与
学位簿（医科大学・平成31年度/令和1年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（医科大学・令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1961年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和36年度） 医学部事務⾧ 1962年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1962年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和37年度） 医学部事務⾧ 1963年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1963年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和38年度） 医学部事務⾧ 1964年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1964年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和39年度） 医学部事務⾧ 1965年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1965年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和40年度） 医学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1966年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和41年度） 医学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1967年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和42年度） 医学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1968年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和43年度） 医学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1969年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和44年度） 医学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1970年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和45年度） 医学部事務⾧ 1971年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1971年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和46年度） 医学部事務⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1972年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和47年度） 医学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1973年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和48年度） 医学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1974年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和49年度） 医学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1975年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和50年度） 医学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1976年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和51年度） 医学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1977年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和52年度） 医学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和53年度） 医学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和54年度） 医学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和55年度） 医学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和56年度） 医学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和57年度） 医学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和58年度） 医学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和59年度） 医学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和60年度） 医学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和61年度） 医学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和62年度） 医学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・昭和63年度） 医学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成1年度） 医学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成2年度） 医学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成3年度） 医学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成4年度） 医学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成5年度） 医学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成6年度） 医学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成7年度） 医学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成8年度） 医学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成9年度） 医学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成10年度） 医学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成11年度） 医学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成12年度） 医学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成13年度） 医学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成14年度） 医学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成15年度） 医学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成16年度） 医学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成17年度） 医学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成18年度） 医学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成19年度） 医学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成20年度） 医学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成21年度） 医学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・令和1年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 学位簿（研究科・令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1958年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和33年度） 医学部事務⾧ 1959年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1959年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和34年度） 医学部事務⾧ 1960年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1960年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和35年度） 医学部事務⾧ 1961年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1961年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和36年度） 医学部事務⾧ 1962年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1962年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和37年度） 医学部事務⾧ 1963年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1963年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和38年度） 医学部事務⾧ 1964年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1964年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和39年度） 医学部事務⾧ 1965年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1965年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和40年度） 医学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1966年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和41年度） 医学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1967年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和42年度） 医学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1968年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和43年度） 医学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1969年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和44年度） 医学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1970年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和45年度） 医学部事務⾧ 1971年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1971年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和46年度） 医学部事務⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1972年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和47年度） 医学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1973年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和48年度） 医学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1974年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和49年度） 医学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1975年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和50年度） 医学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1976年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和51年度） 医学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1977年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和52年度） 医学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和53年度） 医学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和54年度） 医学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和55年度） 医学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和56年度） 医学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和57年度） 医学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和58年度） 医学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和59年度） 医学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和60年度） 医学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和61年度） 医学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和62年度） 医学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・昭和63年度） 医学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了者台帳（研究科・昭和64年度/平成1年

度）
医学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成2年度） 医学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成3年度） 医学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成4年度） 医学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成5年度） 医学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成6年度） 医学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成7年度） 医学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成8年度） 医学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成9年度） 医学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成10年度） 医学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成11年度） 医学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成12年度） 医学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成13年度） 医学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成14年度） 医学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成15年度） 医学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成16年度） 医学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成17年度） 医学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成18年度） 医学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成19年度） 医学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成20年度） 医学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成21年度） 医学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了者台帳（研究科・平成31年度/令和1年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了者台帳（研究科・令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 証明書発行 各種証明書発行台帳（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 証明書発行 各種証明書発行台帳（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 証明書発行 各種証明書発行台帳（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書発行 各種証明書発行台帳（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
授業日程・授業時間割・履修案内・シラバ

ス関係（平成29年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
大学院教育課程の編成・授業日程関係（平

成29年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業
大学院教務関係（課程の編成・授業日程・

成績）（平成30年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業
大学院教務関係（課程の編成・授業日程・

成績）（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業
大学院教務関係（課程の編成・授業日程・

成績）（令和2年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業
大学院教務関係（課程の編成・授業日程・

成績）（令和3年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 連合小児発達学研究科関係 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 連合小児発達学研究科関係 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 連合小児発達学研究科関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 大学院入試関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 大学院入試関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 大学院入試関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 大学院入試関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 国費外国人留学生（研究留学生）関係 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 国費外国人留学生（研究留学生）関係 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 国費外国人留学生（研究留学生）関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 国費外国人留学生（研究留学生）関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 国費外国人留学生（研究留学生）関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 非正規学生（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 非正規学生（平成30年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 留学生関係（平成29年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 留学生関係（平成31年度）
未来医療系事務部管理企画

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 教育用外部資金
免疫システム調節治療学推進リーダー養成

プログラム関係
医学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金
免疫システム調節治療学推進リーダー養成

プログラム関係
医学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
免疫システム調節治療学推進リーダー養成

プログラム関係
医学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
免疫システム調節治療学推進リーダー養成

プログラム関係
医学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
免疫システム調節治療学推進リーダー養成

プログラム関係
医学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
免疫システム調節治療学推進リーダー養成

プログラム関係
医学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
免疫システム調節治療学推進リーダー養成

プログラム関係
医学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
免疫システム調節治療学推進リーダー養成

プログラム関係
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄 補助金期間は2019年3月31日で終了

2020年度 学務 教育用外部資金
免疫システム調節治療学推進リーダー養成

プログラム関係
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄 補助金期間は2019年3月31日で終了

2021年度 学務 教育用外部資金
免疫システム調節治療学推進リーダー養成

プログラム関係
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄 補助金期間は2019年3月31日で終了

2019年度 学務 教育用外部資金 卓越大学院プログラム関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金 卓越大学院プログラム関係（令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金 卓越大学院プログラム関係（令和３年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
基礎研究医養成活性化プログラム（平成29

年度）
医学部事務⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
基礎研究医養成活性化プログラム（平成30

年度）
医学部事務⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
基礎研究医養成活性化プログラム（令和元

年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
基礎研究医養成活性化プログラム（令和2年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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2021年度 学務 教育用外部資金
基礎研究医養成活性化プログラム（令和3年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
多様な新ニーズに対応する「がん専門医療

人材」養成プラン（平成29年度）
医学部事務⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
多様な新ニーズに対応する「がん専門医療

人材」養成プラン（平成30年度）
医学部事務⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
多様な新ニーズに対応する「がん専門医療

人材」養成プラン（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
多様な新ニーズに対応する「がん専門医療

人材」養成プラン（令和２年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
多様な新ニーズに対応する「がん専門医療

人材」養成プラン（令和３年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材育成プログラム

（平成30年度）
医学部事務⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材育成プログラム

（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材育成プログラム

（令和２年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材育成プログラム

（令和３年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材育成プログラム

（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材育成プログラム

（令和２年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
課題解決型高度医療人材育成プログラム

（令和３年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 プログラム終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育用外部資金
令和2年度補正予算

感染症医療人材養成事業（令和3年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 事業終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 海外派遣支援プログラム関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 海外派遣支援プログラム関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 海外派遣支援プログラム関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 資格認定 医師国家試験関係（第107回） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 資格認定 医師国家試験関係（第108回） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 資格認定 医師国家試験関係（第109回） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 資格認定 医師国家試験関係（第110回） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 資格認定 医師国家試験関係（第111回） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 医師国家試験関係（第112回） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 医師国家試験関係（第113回） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 医師国家試験関係（第114回） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 医師国家試験関係（第115回） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 医師国家試験関係（第116回） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
課外活動団体届・更新届・解散届関係（平

成29年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
課外活動団体届・更新届・解散届関係（平

成30年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
課外活動団体届・更新届・解散届関係（令

和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
課外活動団体届・更新届・解散届関係（令

和2年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
課外活動団体届・更新届・解散届関係（令

和3年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 施設管理
体育施設等の使用許可願・使用状況表及び

学外施設関係（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 施設管理
体育施設等の使用許可願・使用状況表及び

学外施設関係（令和2年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 施設管理
体育施設等の使用許可願・使用状況表及び

学外施設関係（令和3年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援 学生寮関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援 学生寮関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 学生寮関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 学生寮関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 学生寮関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 入学料免除関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 入学料免除関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 授業料免除関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 授業料免除関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 入学料・授業料免除関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 入学料・授業料免除関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 入学料・授業料免除関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 奨学金・学費免除
日本学生支援機構奨学金関係（平成24年

度）
医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
日本学生支援機構奨学金関係（平成29年

度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
日本学生支援機構奨学金関係（平成30年

度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
日本学生支援機構奨学金関係（令和元年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 学生支援
学研災付帯学生生活総合保険（平成29年

度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 学生支援
学研災付帯学生生活総合保険（平成30年

度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
学研災付帯学生生活総合保険（令和元年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 学研災付帯学生生活総合保険（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援
卒業後の進路等調査票（学部学生・大学院

学生）（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援
卒業後の進路等調査票（学部学生・大学院

学生）（令和2年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援
卒業後の進路等調査票（学部学生・大学院

学生）（令和3年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学金関係（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学金関係（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学金関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学金関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学金関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学金関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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2018年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学金関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学金関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学金関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学金関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 奨学金・学費免除
私費外国人留学生向け奨学金関係（平成24

年度）
医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 奨学金・学費免除
私費外国人留学生向け奨学金関係（平成25

年度）
医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 奨学金・学費免除
私費外国人留学生向け奨学金関係（平成26

年度）
医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 奨学金・学費免除
私費外国人留学生向け奨学金関係（平成27

年度）
医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 奨学金・学費免除
私費外国人留学生向け奨学金関係（平成28

年度）
医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除
私費外国人留学生向け奨学金関係（平成29

年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除
私費外国人留学生向け奨学金関係（平成30

年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
私費外国人留学生向け奨学金関係（令和元

年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除
私費外国人留学生向け奨学金関係（令和2年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 奨学金・学費免除
私費外国人留学生向け奨学金関係（令和2年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 奨学金・学費免除
私費外国人留学生向け奨学金関係（令和3年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 学部教育委員会（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学部教育委員会（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学部教育委員会（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学部教育委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 基礎カリキュラム部会（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 基礎カリキュラム部会（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 基礎カリキュラム部会（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 基礎カリキュラム部会（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 臨床カリキュラム部会（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 臨床カリキュラム部会（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 臨床カリキュラム部会（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 臨床カリキュラム部会（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 倫理教育委員会（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1923年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・大正12年度） 医学部事務⾧ 1924年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1924年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・大正13年度） 医学部事務⾧ 1925年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1925年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・大正14年度） 医学部事務⾧ 1926年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1926年度 学務 指導要録
学籍簿（医科大学・大正15年度/昭和1年

度）
医学部事務⾧ 1927年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1927年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和2年度） 医学部事務⾧ 1928年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1928年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和3年度） 医学部事務⾧ 1929年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1929年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和4年度） 医学部事務⾧ 1930年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1930年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和5年度） 医学部事務⾧ 1931年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1931年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和6年度） 医学部事務⾧ 1932年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1932年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和7年度） 医学部事務⾧ 1933年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1933年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和8年度） 医学部事務⾧ 1934年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1934年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和9年度） 医学部事務⾧ 1935年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1935年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和10年度） 医学部事務⾧ 1936年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1936年度 学務 指導要録 学籍簿（医科大学・昭和11年度） 医学部事務⾧ 1937年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 指導要録
指導要録（医学部・平成31年度/令和1年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 指導要録 指導要録（医学部・令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1948年度 学務 指導要録 看護学校学籍簿
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1948年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1958年度 学務 指導要録 助産婦学校学籍簿
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1958年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1967年度 学務 指導要録 診療放射線技師学校学籍簿
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1967年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1957年度 学務 指導要録 エックス線技師学校学籍簿
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1957年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（平成21年度） 医学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 進級・卒業関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1923年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・大正12年度） 医学部事務⾧ 1924年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1924年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・大正13年度） 医学部事務⾧ 1925年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1925年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・大正14年度） 医学部事務⾧ 1926年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1926年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（医科大学・大正15年度/昭和1

年度）
医学部事務⾧ 1927年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1927年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和2年度） 医学部事務⾧ 1928年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1928年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和3年度） 医学部事務⾧ 1929年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1929年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和4年度） 医学部事務⾧ 1930年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1930年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和5年度） 医学部事務⾧ 1931年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1931年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和6年度） 医学部事務⾧ 1932年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成24年度修了）
薬学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成25年度修了）
薬学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成26年度修了）
薬学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成27年度修了）
薬学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成28年度修了）
薬学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成29年度修了）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成30年度修了）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 令和元年度修了）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 令和2年度修了）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 令和3年度修了）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1965年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和40年度修了）
薬学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1966年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和41年度修了）
薬学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1967年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和42年度修了）
薬学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1968年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和43年度修了）
薬学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1969年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和44年度修了）
薬学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1970年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和45年度修了）
薬学部事務⾧ 1971年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1971年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和46年度修了）
薬学部事務⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1972年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和47年度修了）
薬学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1973年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和48年度修了）
薬学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1974年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和49年度修了）
薬学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1975年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和50年度修了）
薬学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1976年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和51年度修了）
薬学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1977年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和52年度修了）
薬学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和53年度修了）
薬学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和54年度修了）
薬学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科修士課程・博士前

期課程 昭和55年度修了）
薬学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 昭和56年度修了）
薬学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 昭和57年度修了）
薬学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 昭和58年度修了）
薬学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 昭和59年度修了）
薬学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 昭和60年度修了）
薬学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 昭和61年度修了）
薬学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 昭和62年度修了）
薬学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 昭和63年度修了）
薬学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成元年度修了）
薬学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成2年度修了）
薬学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成3年度修了）
薬学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成4年度修了）
薬学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成5年度修了）
薬学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成6年度修了）
薬学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成7年度修了）
薬学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成8年度修了）
薬学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成9年度修了）
薬学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成10年度修了）
薬学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成11年度修了）
薬学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成12年度修了）
薬学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成13年度修了）
薬学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成14年度修了）
薬学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成15年度修了）
薬学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成16年度修了）
薬学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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2005年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成17年度修了）
薬学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成18年度修了）
薬学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成19年度修了）
薬学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成20年度修了）
薬学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成21年度修了）
薬学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成22年度修了）
薬学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成23年度修了）
薬学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成24年度修了）
薬学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成25年度修了）
薬学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成26年度修了）
薬学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成27年度修了）
薬学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1932年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和7年度） 医学部事務⾧ 1933年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1933年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和8年度） 医学部事務⾧ 1934年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1934年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和9年度） 医学部事務⾧ 1935年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1935年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和10年度） 医学部事務⾧ 1936年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1936年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和11年度） 医学部事務⾧ 1937年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1937年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和12年度） 医学部事務⾧ 1938年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1938年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和13年度） 医学部事務⾧ 1939年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1939年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和14年度） 医学部事務⾧ 1940年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1940年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和15年度） 医学部事務⾧ 1941年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1941年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和16年度） 医学部事務⾧ 1942年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1942年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和17年度） 医学部事務⾧ 1943年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1943年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和18年度） 医学部事務⾧ 1944年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1944年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和19年度） 医学部事務⾧ 1945年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1945年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和20年度） 医学部事務⾧ 1946年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1946年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和21年度） 医学部事務⾧ 1947年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1947年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和22年度） 医学部事務⾧ 1948年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1948年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和23年度） 医学部事務⾧ 1949年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1949年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和24年度） 医学部事務⾧ 1950年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1950年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和25年度） 医学部事務⾧ 1951年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1951年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和26年度） 医学部事務⾧ 1952年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1952年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和27年度） 医学部事務⾧ 1953年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1953年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和28年度） 医学部事務⾧ 1954年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1954年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和29年度） 医学部事務⾧ 1955年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1955年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和30年度） 医学部事務⾧ 1956年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1956年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和31年度） 医学部事務⾧ 1957年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1957年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和32年度） 医学部事務⾧ 1958年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1958年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和33年度） 医学部事務⾧ 1959年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1959年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和34年度） 医学部事務⾧ 1960年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1960年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和35年度） 医学部事務⾧ 1961年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1961年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和36年度） 医学部事務⾧ 1962年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1962年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和37年度） 医学部事務⾧ 1963年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1963年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和38年度） 医学部事務⾧ 1964年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1964年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和39年度） 医学部事務⾧ 1965年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1965年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和40年度） 医学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1966年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和41年度） 医学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1967年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和42年度） 医学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1968年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和43年度） 医学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1969年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和44年度） 医学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1970年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和45年度） 医学部事務⾧ 1971年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1971年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和46年度） 医学部事務⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1972年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和47年度） 医学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1973年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和48年度） 医学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1974年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和49年度） 医学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1975年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和50年度） 医学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1976年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和51年度） 医学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1977年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和52年度） 医学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和53年度） 医学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和54年度） 医学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和55年度） 医学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和56年度） 医学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和57年度） 医学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和58年度） 医学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和59年度） 医学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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1985年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和60年度） 医学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和61年度） 医学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和62年度） 医学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・昭和63年度） 医学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（医科大学・昭和64年度/平成1

年度）
医学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成2年度） 医学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成3年度） 医学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成4年度） 医学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成5年度） 医学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成6年度） 医学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成7年度） 医学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成8年度） 医学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成9年度） 医学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成10年度） 医学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成11年度） 医学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成12年度） 医学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成13年度） 医学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成14年度） 医学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成15年度） 医学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成16年度） 医学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成17年度） 医学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成18年度） 医学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成19年度） 医学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成20年度） 医学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成21年度） 医学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成22年度） 医学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成23年度） 医学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（医科大学・平成31年度/令和1

年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（医科大学・令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1950年度 学務 卒業・修了・学位授与 看護学校卒業生台帳
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1951年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1958年度 学務 卒業・修了・学位授与 助産婦学校卒業生台帳
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1959年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1969年度 学務 卒業・修了・学位授与 診療放射線技師学校卒業生台帳
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1970年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1958年度 学務 卒業・修了・学位授与 エックス線技師学校卒業生台帳
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1959年4月1日 常用 未定 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 科目等履修生関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 科目等履修生関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 科目等履修生関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 科目等履修生関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 身分異動（学部）関係（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 身分異動（学部）関係（平成25年度） 医学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 身分異動（学部）関係（平成26年度） 医学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 身分異動（学部）関係（平成27年度） 医学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 身分異動（学部）関係（平成28年度） 医学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 身分異動（学部）関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 身分異動（学部）関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 身分異動（学部）関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 身分異動（学部）関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 証明書発行 各種証明書発行台帳（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 証明書発行 各種証明書発行台帳（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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2019年度 学務 証明書発行 各種証明書発行台帳（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書発行 各種証明書発行台帳（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 履修案内・シラバス（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 履修案内・シラバス（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 履修案内・シラバス（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 履修案内・シラバス（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 導入テュートリアル（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 導入テュートリアル（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 導入テュートリアル（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 導入テュートリアル（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 スカラーシップ（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 スカラーシップ（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 スカラーシップ（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 スカラーシップ（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 医師見習い体験学習（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 医師見習い体験学習（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 医師見習い体験学習（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 医師見習い体験学習（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 臨床入門（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 臨床入門（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 臨床入門（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 臨床入門（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 臨床テュートリアル（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 臨床テュートリアル（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 臨床テュートリアル（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 臨床テュートリアル（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 CBT（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 CBT（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 CBT（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 CBT（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 CBT（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 学生の懲戒関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 教育課程・授業 OSCE（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 OSCE（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 OSCE（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 OSCE（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 OSCE（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 CCベーシック（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 CCベーシック（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 CCベーシック（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 CCベーシック（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 Post-CC OSCE（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 Post-CC OSCE（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 Post-CC OSCE（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 Post-CC OSCE（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 Post-CC OSCE（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 実習等謝金（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 実習等謝金（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 実習等謝金（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 実習等謝金（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
クリニカル・クラークシップ協定書（平成

29年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業
クリニカル・クラークシップ協定書（平成

30年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業
クリニカル・クラークシップ協定書（令和

元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業
クリニカル・クラークシップ協定書（令和2

年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
公衆衛生学実習（地域医療実習）（平成29

年度）
医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業
公衆衛生学実習（地域医療実習）（平成30

年度）
医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業
公衆衛生学実習（地域医療実習）（令和元

年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業
公衆衛生学実習（地域医療実習）（令和2年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 総合統一試験（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 総合統一試験（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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2019年度 学務 教育課程・授業 総合統一試験（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 総合統一試験（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 成績管理関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 成績管理関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 成績管理関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 成績管理関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 入試広報関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 入試広報関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 入試広報関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 入試広報関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 大学入学共通テスト関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 私費外国人留学生入試関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 私費外国人留学生入試関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 私費外国人留学生入試関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 私費外国人留学生選抜関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 学士入学試験関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 学士入学試験関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 留学生関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 留学生関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 留学生関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 留学生関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 留学 外国人留学生関係（平成24年度） 医学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 外国人留学生関係（平成29年度） 医学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 外国人留学生関係（平成30年度） 医学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 外国人留学生関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 外国人留学生関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 人事 TA/RA ＴＡ・ＲＡ（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 人事 TA/RA ＴＡ・ＲＡ（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA ＴＡ・ＲＡ（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA ＴＡ・ＲＡ・ＴＦ（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA ＴＡ・ＲＡ・ＴＦ（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1965年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和40年度修了）
薬学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1966年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和41年度修了）
薬学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1967年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和42年度修了）
薬学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1968年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和43年度修了）
薬学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1969年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和44年度修了）
薬学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1970年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和45年度修了）
薬学部事務⾧ 1971年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1971年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和46年度修了）
薬学部事務⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1972年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和47年度修了）
薬学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1973年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和48年度修了）
薬学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1974年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和49年度修了）
薬学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1975年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和50年度修了）
薬学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1976年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和51年度修了）
薬学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1977年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和52年度修了）
薬学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和53年度修了）
薬学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和54年度修了）
薬学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和55年度修了）
薬学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和56年度修了）
薬学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和57年度修了）
薬学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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1983年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和58年度修了）
薬学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和59年度修了）
薬学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和60年度修了）
薬学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和61年度修了）
薬学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和62年度修了）
薬学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 昭和63年度修了）
薬学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成元年度修了）
薬学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成2年度修了）
薬学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成3年度修了）
薬学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成4年度修了）
薬学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成5年度修了）
薬学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成6年度修了）
薬学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成7年度修了）
薬学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成8年度修了）
薬学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成9年度修了）
薬学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成10年度修了）
薬学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成11年度修了）
薬学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成12年度修了）
薬学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成13年度修了）
薬学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成14年度修了）
薬学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成15年度修了）
薬学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成16年度修了）
薬学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成17年度修了）
薬学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成18年度修了）
薬学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成19年度修了）
薬学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成20年度修了）
薬学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成21年度修了）
薬学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成22年度修了）
薬学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成23年度修了）
薬学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成24年度修了）
薬学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成25年度修了）
薬学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成26年度修了）
薬学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成27年度修了）
薬学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成28年度修了）
薬学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成29年度修了）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 平成30年度修了）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科修士課程・博士前期

課程 令和元年度修了）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 昭和56年度修了）
薬学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 昭和57年度修了）
薬学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 昭和58年度修了）
薬学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 昭和59年度修了）
薬学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 昭和60年度修了）
薬学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 昭和61年度修了）
薬学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 昭和62年度修了）
薬学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 昭和63年度修了）
薬学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成1年度修了）
薬学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成2年度修了）
薬学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成3年度修了）
薬学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成4年度修了）
薬学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成5年度修了）
薬学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成6年度修了）
薬学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成7年度修了）
薬学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成8年度修了）
薬学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成9年度修了）
薬学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成10年度修了）
薬学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成11年度修了）
薬学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成12年度修了）
薬学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成13年度修了）
薬学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成14年度修了）
薬学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成15年度修了）
薬学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成16年度修了）
薬学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成17年度修了）
薬学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成18年度修了）
薬学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成19年度修了）
薬学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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2008年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成20年度修了）
薬学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成21年度修了）
薬学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成22年度修了）
薬学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 指導要録
指導要録（薬学研究科博士課程・博士後期

課程 平成23年度修了）
薬学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成28年度修了）
薬学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成29年度修了）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 平成30年度修了）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 令和1年度修了）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 令和2年度修了）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与
修了生台帳（薬学研究科博士課程・博士後

期課程 令和3年度修了）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（昭和

58年）
薬学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（昭和

59年）
薬学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（昭和

60年）
薬学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（昭和

61年）
薬学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（昭和

62年）
薬学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（昭和

63年）
薬学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

元年）
薬学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成2

年）
薬学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成3

年）
薬学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成4

年）
薬学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成5

年）
薬学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成6

年）
薬学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成7

年）
薬学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成8

年）
薬学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成9

年）
薬学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

10年）
薬学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

11年）
薬学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

12年）
薬学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

13年）
薬学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

14年）
薬学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

15年）
薬学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

16年）
薬学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

17年）
薬学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

18年）
薬学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

19年）
薬学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

20年）
薬学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

21年）
薬学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

22年）
薬学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

23年）
薬学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

24年）
薬学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

25年）
薬学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

26年）
薬学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

27年）
薬学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

28年）
薬学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

29年）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（平成

30年）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（令和1

年）
薬学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（令和2

年）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（乙号）学位記授与者名簿（令和3

年）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 身分異動
学生カード・保証書（大学院 平成24年

度）
薬学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
学生カード・保証書（大学院 平成25年

度）
薬学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
学生カード・保証書（大学院 平成26年

度）
薬学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
学生カード・保証書（大学院 平成27年

度）
薬学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
学生カード・保証書（大学院 平成28年

度）
薬学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
学生カード・保証書（大学院 平成29年

度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
学生カード・保証書（大学院 平成30年

度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
学生カード・保証書（大学院 令和元年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（大学院 令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（大学院 令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成4年度修了分）
薬学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成5年度修了分）
薬学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成6年度修了分）
薬学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成7年度修了分）
薬学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成8年度修了分）
薬学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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1997年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成9年度修了分）
薬学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成10年度修了分）
薬学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成11年度修了分）
薬学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成12年度修了分）
薬学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成13年度修了分）
薬学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成14年度修了分）
薬学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成15年度修了分）
薬学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成16年度修了分）
薬学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成17年度修了分）
薬学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成18年度修了分）
薬学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成19年度修了分）
薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成20年度修了分）
薬学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成21年度修了分）
薬学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成22年度修了分）
薬学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成23年度修了分）
薬学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成24年度修了分）
薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成25年度修了分）
薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成26年度修了分）
薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成27年度修了分）
薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成28年度修了分）
薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成29年度修了分）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

平成30年度修了分）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

令和元年度修了分）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

令和2年度修了分）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与
修士論文関係（修士課程・博士前期課程

令和3年度修了分）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成4年度修了分）
薬学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成5年度修了分）
薬学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成6年度修了分）
薬学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成7年度修了分）
薬学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成8年度修了分）
薬学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成9年度修了分）
薬学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成10年度修了分）
薬学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成11年度修了分）
薬学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成12年度修了分）
薬学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成13年度修了分）
薬学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成14年度修了分）
薬学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成15年度修了分）
薬学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成16年度修了分）
薬学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成17年度修了分）
薬学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成18年度修了分）
薬学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成19年度修了分）
薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成20年度修了分）
薬学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成21年度修了分）
薬学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成22年度修了分）
薬学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成23年度修了分）
薬学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成24年度修了分）
薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成25年度修了分）
薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成26年度修了分）
薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成27年度修了分）
薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成28年度修了分）
薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成29年度修了分）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

平成30年度修了分）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

令和元年度修了分）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

令和2年度修了分）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文関係（博士課程・博士後期課程

令和3年度修了分）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成4年度） 薬学部事務⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成5年度） 薬学部事務⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成6年度） 薬学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成7年度） 薬学部事務⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成8年度） 薬学部事務⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成9年度） 薬学部事務⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成10年度） 薬学部事務⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成11年度） 薬学部事務⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成12年度） 薬学部事務⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成13年度） 薬学部事務⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成14年度） 薬学部事務⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成15年度） 薬学部事務⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成16年度） 薬学部事務⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成17年度） 薬学部事務⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成18年度） 薬学部事務⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成19年度） 薬学部事務⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成20年度） 薬学部事務⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成21年度） 薬学部事務⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成22年度） 薬学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成23年度） 薬学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（乙号）関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 履修案内（大学院 平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 履修案内（大学院 平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 履修案内（大学院 令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 履修案内（大学院 令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 履修案内（大学院 令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
大学院医学薬学府修士課程入学試験関係

（平成29年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
大学院医学薬学府修士課程入学試験関係

（平成30年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
大学院医学薬学府修士課程入学試験関係

（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
大学院医学薬学府修士課程入学試験関係

（令和2年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
大学院医学薬学府博士課程入学試験関係

（平成29年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
大学院医学薬学府博士課程入学試験関係

（平成30年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
大学院医学薬学府博士課程入学試験関係

（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
大学院医学薬学府博士課程入学試験関係

（令和2年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定 薬剤師国家試験関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定 薬剤師国家試験関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定 薬剤師国家試験関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 薬剤師国家試験関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 薬剤師国家試験関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 学生支援 団体活動関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 学生支援 団体活動関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 学生支援 団体活動関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1952年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和27年度卒） 薬学部事務⾧ 1953年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1953年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和28年度卒） 薬学部事務⾧ 1954年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1954年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和29年度卒） 薬学部事務⾧ 1955年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1955年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和30年度卒） 薬学部事務⾧ 1956年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1956年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和31年度卒） 薬学部事務⾧ 1957年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1957年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和32年度卒） 薬学部事務⾧ 1958年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1958年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和33年度卒） 薬学部事務⾧ 1959年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1959年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和34年度卒） 薬学部事務⾧ 1960年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1960年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和35年度卒） 薬学部事務⾧ 1961年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1961年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和36年度卒） 薬学部事務⾧ 1962年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1962年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和37年度卒） 薬学部事務⾧ 1963年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1963年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和38年度卒） 薬学部事務⾧ 1964年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1964年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和39年度卒） 薬学部事務⾧ 1965年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1965年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和40年度卒） 薬学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1966年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和41年度卒） 薬学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1967年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和42年度卒） 薬学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1968年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和43年度卒） 薬学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1969年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和44年度卒） 薬学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1970年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和45年度卒） 薬学部事務⾧ 1971年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1971年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和46年度卒） 薬学部事務⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1972年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和47年度卒） 薬学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1973年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和48年度卒） 薬学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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1974年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和49年度卒） 薬学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1975年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和50年度卒） 薬学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1976年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和51年度卒） 薬学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1977年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和52年度卒） 薬学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和53年度卒） 薬学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和54年度卒） 薬学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和55年度卒） 薬学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和56年度卒） 薬学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和57年度卒） 薬学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和58年度卒） 薬学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和59年度卒） 薬学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和60年度卒） 薬学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和61年度卒） 薬学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和62年度卒） 薬学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 昭和63年度卒） 薬学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成1年度卒） 薬学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成2年度卒） 薬学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成3年度卒） 薬学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成4年度卒） 薬学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成5年度卒） 薬学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成6年度卒） 薬学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成7年度卒） 薬学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成8年度卒） 薬学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成9年度卒） 薬学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成10年度卒） 薬学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成11年度卒） 薬学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成12年度卒） 薬学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成13年度卒） 薬学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成14年度卒） 薬学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成15年度卒） 薬学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成16年度卒） 薬学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成17年度卒） 薬学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成18年度卒） 薬学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成19年度卒） 薬学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成20年度卒） 薬学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成21年度卒） 薬学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成22年度卒） 薬学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成23年度卒） 薬学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成24年度卒） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成25年度卒） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成26年度卒） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成27年度卒） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成28年度卒） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成29年度卒） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 平成30年度卒） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 令和元年度卒） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 令和２年度卒） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 指導要録 指導要録（薬学部 令和３年度卒） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1901年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部明治

34年度卒）
薬学部事務⾧ 1902年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1902年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部明治

35年度卒）
薬学部事務⾧ 1903年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1903年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部明治

36年度卒）
薬学部事務⾧ 1904年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1904年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部明治

37年度卒）
薬学部事務⾧ 1905年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1905年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部明治

38年度卒）
薬学部事務⾧ 1906年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1906年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部明治

39年度卒）
薬学部事務⾧ 1907年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1907年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部明治

40年度卒）
薬学部事務⾧ 1908年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1908年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部明治

41年度卒）
薬学部事務⾧ 1909年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1909年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部明治

42年度卒）
薬学部事務⾧ 1910年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1910年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部明治

43年度卒）
薬学部事務⾧ 1911年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1911年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部明治

44年度卒）
薬学部事務⾧ 1912年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1912年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正

元年度卒）
薬学部事務⾧ 1913年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1913年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正2

年度卒）
薬学部事務⾧ 1914年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1914年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正3

年度卒）
薬学部事務⾧ 1915年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1915年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正4

年度卒）
薬学部事務⾧ 1916年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1916年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正5

年度卒）
薬学部事務⾧ 1917年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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1917年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正6

年度卒）
薬学部事務⾧ 1918年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1918年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正7

年度卒）
薬学部事務⾧ 1919年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1919年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正8

年度卒）
薬学部事務⾧ 1920年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1920年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正9

年度卒）
薬学部事務⾧ 1921年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1921年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正

10年度卒）
薬学部事務⾧ 1922年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1922年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正

11年度卒）
薬学部事務⾧ 1923年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1923年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正

12年度卒）
薬学部事務⾧ 1924年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1924年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正

13年度卒）
薬学部事務⾧ 1925年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1925年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部大正

14年度卒）
薬学部事務⾧ 1926年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1926年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

元年度卒）
薬学部事務⾧ 1927年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1927年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和2

年度卒）
薬学部事務⾧ 1928年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1928年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和3

年度卒）
薬学部事務⾧ 1929年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1929年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和4

年度卒）
薬学部事務⾧ 1930年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1930年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和5

年度卒）
薬学部事務⾧ 1931年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1931年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和6

年度卒）
薬学部事務⾧ 1932年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1932年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和7

年度卒）
薬学部事務⾧ 1933年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1933年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和8

年度卒）
薬学部事務⾧ 1934年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1934年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和9

年度卒）
薬学部事務⾧ 1935年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1935年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

10年度卒）
薬学部事務⾧ 1936年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1936年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

11年度卒）
薬学部事務⾧ 1937年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1937年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

12年度卒）
薬学部事務⾧ 1938年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1938年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

13年度卒）
薬学部事務⾧ 1939年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1939年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

14年度卒）
薬学部事務⾧ 1940年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1940年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

15年度卒）
薬学部事務⾧ 1941年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1941年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

16年度卒）
薬学部事務⾧ 1942年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1942年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

17年度卒）
薬学部事務⾧ 1943年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1943年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

18年度卒）
薬学部事務⾧ 1944年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1944年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

19年度卒）
薬学部事務⾧ 1945年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1945年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

20年度卒）
薬学部事務⾧ 1946年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1946年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

21年度卒）
薬学部事務⾧ 1947年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1947年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

22年度卒）
薬学部事務⾧ 1948年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1948年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

23年度卒）
薬学部事務⾧ 1949年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1949年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

24年度卒）
薬学部事務⾧ 1950年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1950年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

25年度卒）
薬学部事務⾧ 1951年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1951年度 学務 卒業・修了・学位授与
卒業生台帳（千葉医科大学薬学専門部昭和

26年度卒）
薬学部事務⾧ 1952年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1952年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和27年度卒） 薬学部事務⾧ 1953年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1953年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和28年度卒） 薬学部事務⾧ 1954年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1954年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和29年度卒） 薬学部事務⾧ 1955年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1955年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和30年度卒） 薬学部事務⾧ 1956年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1956年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和31年度卒） 薬学部事務⾧ 1957年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1957年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和32年度卒） 薬学部事務⾧ 1958年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1958年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和33年度卒） 薬学部事務⾧ 1959年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1959年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和34年度卒） 薬学部事務⾧ 1960年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1960年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和35年度卒） 薬学部事務⾧ 1961年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1961年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和36年度卒） 薬学部事務⾧ 1962年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1962年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和37年度卒） 薬学部事務⾧ 1963年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1963年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和38年度卒） 薬学部事務⾧ 1964年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1964年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和39年度卒） 薬学部事務⾧ 1965年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1965年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和40年度卒） 薬学部事務⾧ 1966年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1966年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和41年度卒） 薬学部事務⾧ 1967年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1967年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和42年度卒） 薬学部事務⾧ 1968年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1968年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和43年度卒） 薬学部事務⾧ 1969年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1969年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和44年度卒） 薬学部事務⾧ 1970年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1970年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和45年度卒） 薬学部事務⾧ 1971年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1971年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和46年度卒） 薬学部事務⾧ 1972年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1972年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和47年度卒） 薬学部事務⾧ 1973年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1973年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和48年度卒） 薬学部事務⾧ 1974年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1974年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和49年度卒） 薬学部事務⾧ 1975年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1975年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和50年度卒） 薬学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1976年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和51年度卒） 薬学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1977年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和52年度卒） 薬学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和53年度卒） 薬学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和54年度卒） 薬学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和55年度卒） 薬学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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1981年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和56年度卒） 薬学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和57年度卒） 薬学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和58年度卒） 薬学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和59年度卒） 薬学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和60年度卒） 薬学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和61年度卒） 薬学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和62年度卒） 薬学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 昭和63年度卒） 薬学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成1年度卒） 薬学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成2年度卒） 薬学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成3年度卒） 薬学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成4年度卒） 薬学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成5年度卒） 薬学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成6年度卒） 薬学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成7年度卒） 薬学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成8年度卒） 薬学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成9年度卒） 薬学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成10年度卒） 薬学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成11年度卒） 薬学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成12年度卒） 薬学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成13年度卒） 薬学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成14年度卒） 薬学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成15年度卒） 薬学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成16年度卒） 薬学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成17年度卒） 薬学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成18年度卒） 薬学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成19年度卒） 薬学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成20年度卒） 薬学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成21年度卒） 薬学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成22年度卒） 薬学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成23年度卒） 薬学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成24年度卒） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成25年度卒） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成26年度卒） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成27年度卒） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成28年度卒） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成29年度卒） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 平成30年度卒） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 令和元年度卒） 薬学部事務⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 令和２年度卒） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生台帳（薬学部 令和３年度卒） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（学部 平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（学部 平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（学部 平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（学部 平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（学部 平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（学部 平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（学部 平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（学部 令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（学部 令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 学生カード・保証書（学部 令和３年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 身分管理台帳（平成24年度） 薬学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 身分管理台帳（平成25年度） 薬学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 身分管理台帳（平成26年度） 薬学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 身分管理台帳（平成27年度） 薬学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 身分管理台帳（平成28年度） 薬学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 身分管理台帳（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 身分管理台帳（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 身分管理台帳（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 身分異動台帳（令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 身分異動台帳（令和３年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 教務関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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2020年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 教務関係（令和３年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力
大学間連携共同教育推進事業（平成29年

度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力
大学間連携共同教育推進事業（平成30年

度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力
大学間連携共同教育推進事業（令和元年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力
大学間連携共同教育推進事業（令和２年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 授業日程・授業時間割関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 授業日程・授業時間割関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 授業日程・授業時間割関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 授業日程・授業時間割関係（令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 授業日程・授業時間割関係（令和３年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 履修案内・授業案内（学部 平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 履修案内・授業案内（学部 平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 履修案内・授業案内（学部 令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 履修案内・授業案内（学部 令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 履修案内・授業案内（学部 令和３年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 入試広報関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 入試広報関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 入試広報関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 入試広報関係（令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 入試広報関係（令和３年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 大学入試センター試験関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 大学入学共通テスト（令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 個別学力検査関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 個別学力検査関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 個別学力検査等（令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 個別学力検査等（令和３年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
推薦入学・帰国子女特別選抜試験関係（平

成29年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
推薦入学・帰国子女特別選抜試験関係（平

成30年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
推薦入学・帰国子女特別選抜試験関係（令

和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
推薦入学・帰国生徒特別選抜試験関係（令

和２年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
推薦入学・帰国生徒特別選抜試験関係（令

和３年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
9月入学（秋入学）薬科学科帰国子女入試関

係（平成29年度）
薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
9月入学（秋入学）薬科学科帰国子女入試関

係（平成30年度）
薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
9月入学（秋入学）薬科学科帰国子女入試関

係（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学 外国人留学生関係（平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学 外国人留学生関係（平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学 外国人留学生関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 留学 外国人留学生関係（令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 留学 外国人留学生関係（令和３年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 授業関係（学部・大学院 平成29年度） 薬学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 授業関係（学部・大学院 平成30年度） 薬学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 授業関係（学部 令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 授業関係（大学院 令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 授業関係（学部 令和２年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 授業関係（学部 令和３年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 大学院教務委員会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 大学院教務委員会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 大学院教務委員会（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 大学院教務委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 大学院教務委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 TA/RA TA/RA関係 看護学部事務⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 人事 TA/RA TA/RA/TF関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 人事 TA/RA TA/RA/TF関係 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1981年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（昭和56年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（昭和57年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（昭和58年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（昭和59年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（昭和60年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（昭和61年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（昭和62年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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1988年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（昭和63年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成1年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成2年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成3年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成4年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成5年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成6年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成7年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成8年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成9年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成10年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成11年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成12年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成13年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成14年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成15年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成16年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成17年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成18年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成19年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成20年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成21年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成22年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成23年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（令和1年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 修了生台帳関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定 常用 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 身分異動
（大学院）保証書・宣誓書・学生カード関

係（平成24年度）
看護学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動
（大学院）保証書・宣誓書・学生カード関

係（平成25年度）
看護学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動
（大学院）保証書・宣誓書・学生カード関

係（平成26年度）
看護学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動
（大学院）保証書・宣誓書・学生カード関

係（平成27年度）
看護学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動
（大学院）保証書・宣誓書・学生カード関

係（平成28年度）
看護学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
（大学院）保証書・宣誓書・学生カード関

係（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
（大学院）保証書・宣誓書・学生カード関

係（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動
（大学院）保証書・宣誓書・学生カード関

係（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
（大学院）保証書・宣誓書・学生カード関

係（令和2年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
（大学院）特別聴講学生、科目等履修生関

係、専攻生、研究生、委託研究生（平成29
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 （大学院）研究生関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 （大学院）研究生関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 （大学院）研究生関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 （大学院）研究生関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 （大学院）身分異動関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 （大学院）身分異動関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 （大学院）身分異動関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 （大学院）身分異動関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 （大学院）身分異動関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 （大学院）身分異動関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 （大学院）身分異動関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 （大学院）身分異動関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 （大学院）身分異動関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 （大学院）身分異動関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文関係（平成21年度） 看護学部事務⾧ 2010年5月1日 30年 2040年4月30日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文関係（平成22年度） 看護学部事務⾧ 2011年5月1日 30年 2041年4月30日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文関係（平成23年度） 看護学部事務⾧ 2012年5月1日 30年 2042年4月30日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年5月1日 30年 2043年4月30日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年5月1日 30年 2044年4月30日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年5月1日 30年 2045年4月30日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年5月1日 30年 2046年4月30日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 論文関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 論文関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 論文関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 論文関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（甲号・乙号）関係（平成22年

度）
看護学部事務⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（甲号・乙号）関係（平成23年

度）
看護学部事務⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（甲号・乙号）関係（平成24年

度）
看護学部事務⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（甲号・乙号）関係（平成25年

度）
看護学部事務⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（甲号・乙号）関係（平成26年

度）
看護学部事務⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（甲号・乙号）関係（平成27年

度）
看護学部事務⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（甲号・乙号）関係（平成28年

度）
看護学部事務⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（甲号・乙号）関係（平成29年

度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（甲号・乙号）関係（平成30年

度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与
博士論文（甲号・乙号）関係（令和元年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（甲号・乙号）関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（甲号・乙号）関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1980年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（昭和55年度修了生） 看護学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（昭和56年度修了生） 看護学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（昭和57年度修了生） 看護学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（昭和58年度修了生） 看護学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（昭和59年度修了生） 看護学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（昭和60年度修了生） 看護学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（昭和61年度修了生） 看護学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（昭和62年度修了生） 看護学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（昭和63年度修了生） 看護学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成1年度修了生） 看護学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成2年度修了生） 看護学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成3年度修了生） 看護学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成4年度修了生） 看護学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成5年度修了生） 看護学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成6年度修了生） 看護学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成7年度修了生） 看護学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成8年度修了生） 看護学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成9年度修了生） 看護学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成10年度修了生） 看護学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成11年度修了生） 看護学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成12年度修了生） 看護学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成13年度修了生） 看護学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成14年度修了生） 看護学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成15年度修了生） 看護学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成16年度修了生） 看護学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成17年度修了生） 看護学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成18年度修了生） 看護学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成19年度修了生） 看護学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成20年度修了生） 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成21年度修了生） 看護学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成22年度修了生） 看護学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成23年度修了生） 看護学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成24年度修了生） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成25年度修了生） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成26年度修了生） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成27年度修了生） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成28年度修了生） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成29年度修了生） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成30年度修了生） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（令和1年度修了生） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（令和2年度修了生） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（令和3年度修了生） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成7年度修了生） 看護学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成8年度修了生） 看護学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成9年度修了生） 看護学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成10年度修了生） 看護学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成11年度修了生） 看護学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成12年度修了生） 看護学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成13年度修了生） 看護学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成14年度修了生） 看護学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成15年度修了生） 看護学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成16年度修了生） 看護学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成17年度修了生） 看護学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成18年度修了生） 看護学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成19年度修了生） 看護学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成20年度修了生） 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成21年度修了生） 看護学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成22年度修了生） 看護学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成23年度修了生） 看護学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成24年度修了生） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成25年度修了生） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成26年度修了生） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成27年度修了生） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成28年度修了生） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成29年度修了生） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（平成30年度修了生） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（令和元年度修了生） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（令和2年度修了生） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 博士論文（令和3年度修了生） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 図書室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 教育課程・授業
（大学院）授業日程・授業時間割関係（平

成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業
（大学院）履修案内、シラバス関係（平成

29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価
（大学院）既修得単位認定関係（平成29年

度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価
（大学院）既修得単位認定関係（平成30年

度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価
（大学院）既修得単位認定関係（令和元年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価
（大学院）既修得単位認定関係（令和2年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価
（大学院）既修得単位認定関係（令和3年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 修了判定関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 修了判定関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 修了判定関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 修了判定関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 修了判定関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
大学院入試関係（平成29年度）（30年度入

試）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
大学院入試関係（平成30年度）（31年度入

試）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
大学院入試関係（平成31年度）（令和2年度

入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
大学院入試関係（令和2年度）（令和3年度

入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
大学院入試関係（令和3年度）（令和4年度

入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 教育用外部資金
DNGL

リーディングプログラム関係（平成24年
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 教育用外部資金
DNGL

リーディングプログラム関係（平成25年
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 教育用外部資金
DNGL

リーディングプログラム関係（平成26年
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 教育用外部資金
DNGL

リーディングプログラム関係（平成27年
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 教育用外部資金
DNGL

リーディングプログラム関係（平成28年
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育用外部資金
DNGL

リーディングプログラム関係（平成29年
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育用外部資金
DNGL

リーディングプログラム関係（平成30年
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 プログラム終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育用外部資金 DNGL・コンソーシアム関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄 補助金期間は2019年3月31日で終了

2020年度 学務 教育用外部資金 DNGL・コンソーシアム関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄 補助金期間は2019年3月31日で終了

2021年度 学務 教育用外部資金 DNGL・コンソーシアム関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄 補助金期間は2019年3月31日で終了

2017年度 管理運営 会議 学生生活支援委員会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 学生生活支援委員会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 学生生活支援委員会（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 学生生活支援委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 学生生活支援委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 資格認定
保健師・助産師・看護師関係（平成29年

度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 資格認定
保健師・助産師・看護師関係（平成30年

度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 資格認定
保健師・助産師・看護師関係（令和元年

度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 資格認定 保健師・助産師・看護師関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 資格認定 保健師・助産師・看護師関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 入学料・授業料免除関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 入学料・授業料免除関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 入学料・授業料免除関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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2017年度 学務 就職支援 就職関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 就職支援 就職関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 就職支援 就職関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 就職支援 就職関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 奨学金・学費免除 日本学生支援機構関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 奨学金・学費免除 日本学生支援機構関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 奨学金・学費免除 日本学生支援機構関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 奨学金・学費免除 日本学生支援機構関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 奨学金・学費免除 日本学生支援機構関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 日本学生支援機構関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 日本学生支援機構関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 日本学生支援機構関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学生関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学生関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学生関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学生関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学生関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学生関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学生関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 奨学金・学費免除 各種奨学生関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教務委員会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教務委員会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教務委員会（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教務委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教務委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 入学者選抜委員会（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 入学者選抜委員会（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 入学者選抜委員会（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 入学者選抜委員会（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 入学者選抜委員会（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1975年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和50年度） 看護学部事務⾧ 1976年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1976年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和51年度） 看護学部事務⾧ 1977年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1977年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和52年度） 看護学部事務⾧ 1978年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和53年度） 看護学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和54年度） 看護学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和55年度） 看護学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和56年度） 看護学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和57年度） 看護学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和58年度） 看護学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和59年度） 看護学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和60年度） 看護学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和61年度） 看護学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和62年度） 看護学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 指導要録 指導要録関係（昭和63年度） 看護学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成元年度） 看護学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成2年度） 看護学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成3年度） 看護学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成4年度） 看護学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成5年度） 看護学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成6年度） 看護学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成7年度） 看護学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成8年度） 看護学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成9年度） 看護学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成10年度） 看護学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成11年度） 看護学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成12年度） 看護学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成13年度） 看護学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成14年度） 看護学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成15年度） 看護学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成16年度） 看護学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成17年度） 看護学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成18年度） 看護学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成19年度） 看護学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成20年度） 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定
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2009年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成21年度） 看護学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成22年度） 看護学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成23年度） 看護学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 指導要録 指導要録関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 指導要録 指導要録関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 指導要録 指導要録関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 指導要録 指導要録関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1978年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（昭和53年度） 看護学部事務⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（昭和54年度） 看護学部事務⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1980年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（昭和55年度） 看護学部事務⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1981年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（昭和56年度） 看護学部事務⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（昭和57年度） 看護学部事務⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（昭和58年度） 看護学部事務⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（昭和59年度） 看護学部事務⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（昭和60年度） 看護学部事務⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（昭和61年度） 看護学部事務⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（昭和62年度） 看護学部事務⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（昭和63年度） 看護学部事務⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成元年度） 看護学部事務⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成2年度） 看護学部事務⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成3年度） 看護学部事務⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成4年度） 看護学部事務⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成5年度） 看護学部事務⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成6年度） 看護学部事務⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成7年度） 看護学部事務⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成8年度） 看護学部事務⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成9年度） 看護学部事務⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成10年度） 看護学部事務⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成11年度） 看護学部事務⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成12年度） 看護学部事務⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成13年度） 看護学部事務⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成14年度） 看護学部事務⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成15年度） 看護学部事務⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成16年度） 看護学部事務⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成17年度） 看護学部事務⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成18年度） 看護学部事務⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成19年度） 看護学部事務⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成20年度） 看護学部事務⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成21年度） 看護学部事務⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成22年度） 看護学部事務⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成23年度） 看護学部事務⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業生・修了生台帳関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 未定

2017年度 学務 身分異動 保証書・学生カード関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 保証書・学生カード関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 保証書・学生カード関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 保証書・学生カード関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 保証書・学生カード関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 金庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動
特別聴講学生、科目等履修生、専攻生、研

究生、委託研究生関係（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動
特別聴講学生、科目等履修生、専攻生、研

究生、委託研究生関係（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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2019年度 学務 身分異動
特別聴講学生、科目等履修生、専攻生、研

究生、委託研究生関係（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動
特別聴講学生、科目等履修生、専攻生、研

究生、委託研究生関係（令和2年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動
特別聴講学生、科目等履修生、専攻生、研

究生、委託研究生関係（令和3年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2012年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成24年度） 看護学部事務⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2013年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成25年度） 看護学部事務⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2014年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成26年度） 看護学部事務⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2015年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成27年度） 看護学部事務⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2016年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成28年度） 看護学部事務⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 身分異動 身分異動関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 身分異動 身分異動関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 身分異動 身分異動関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 身分異動 身分異動関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 証明書発行 証明書発行台帳（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 証明書発行 証明書発行台帳（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 証明書発行 証明書発行台帳（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1995年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成7年） 看護学部事務⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

1999年度 学務 資格認定 教員免許の課程認定（平成11年） 看護学部事務⾧ 1999年9月1日 30年 2029年8月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 公開講座関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 履修案内、シラバス関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 履修案内、シラバス関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 履修案内、シラバス関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 履修案内、シラバス関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 履修案内、シラバス関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 実習関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 実習関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 実習関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 実習関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 実習関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 授業日程・授業時間割関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 授業日程・授業時間割関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 授業日程・授業時間割関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 既修得単位認定関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 成績評価 卒業判定関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 成績評価 卒業判定関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 成績評価 卒業判定関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 成績評価 卒業判定関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 成績評価 卒業判定関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 オープンキャンパス（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
大学入試センター試験関係（平成29年度）

（平成30年度入試）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
大学入試センター試験関係（平成30年度）

（平成31年度入試）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
大学入試センター試験関係（令和元年度）

（令和2年度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
大学入試センター試験関係（令和2年度）

（令和2年度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
大学入学共通テスト関係（令和3年度）（令

和4年度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
個別学力検査関係（平成29年度）（平成30

年度入試）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
個別学力検査関係（平成30年度）(平成31年

度入試）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
個別学力検査関係（令和元年度）（令和2年

度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
個別学力検査関係（令和2年度）（令和3年

度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
個別学力検査関係（令和3年度）（令和4年

度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
特別選抜（3年次編入学関係）（平成29年

度）（平成30年度入試）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
特別選抜（3年次編入学関係）（平成30年

度）（平成31年度入試）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
特別選抜（3年次編入学関係）（令和元年

度）（令和2年度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄
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2020年度 学務 入試
特別選抜（3年次編入学関係）（令和2年

度）（令和3年度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
特別選抜（社会人関係）（平成29年度）

（平成30年度入試）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
特別選抜（社会人関係）（平成30年度）

（平成31年度入試）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
特別選抜（社会人関係）（令和元年度）

（令和2年度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
特別選抜（社会人関係）（令和2年度）（令

和3年度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
社会人選抜（令和3年度）（令和4年度入

試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試
特別選抜（推薦入試関係）（平成29年度）

（平成30年度入試）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試
特別選抜（推薦入試関係）（平成30年度）

（平成31年度入試）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試
特別選抜（推薦入試関係）（令和元年度）

（令和2年度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試
特別選抜（推薦入試関係）（令和2年度）

（令和3年度入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試
学校推薦型選抜（令和3年度）（令和4年度

入試）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 学務 留学
各種奨学金・学習奨励費・課外補講等関係

（平成29年度）
看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 学務 留学
各種奨学金・学習奨励費・課外補講等関係

（平成30年度）
看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 学務 留学
各種奨学金・学習奨励費・課外補講等関係

（令和元年度）
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 広報関係（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2017年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成29年度） 看護学部事務⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2018年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（平成30年度） 看護学部事務⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 施設 環境保全 環境ＩＳＯ関係（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和元年） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 電子 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 電子 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和元年） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年1月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 超過勤務命令簿（令和元年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2020年4月1日 5年（※） 未定 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス感染症に関する事項 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 移管

2020年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナ感染拡大に伴う海外在留の留学

生対応
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナ感染拡大に伴う海外在留の留学

生対応
亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 移管

2020年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス感染症に関する事項 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス感染症に関する事項 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 移管

2021年度 管理運営 管理運営 新型コロナワクチン接種 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 移管

2021年度 管理運営 管理運営 新型コロナワクチン接種（３、４回目） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室 亥鼻地区事務部学務課⾧ 移管

2017年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成29年度） 予防医学センター⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 予防医学センター 予防医学センター⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（平成30年度） 予防医学センター⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 予防医学センター 予防医学センター⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度）
バイオメディカル研究セン

ター⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 バイオメディカル研究センター

バイオメディカル研究セン

ター⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 毒物・劇物使用簿（令和元年度） 予防医学センター⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 予防医学センター 予防医学センター⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成29年度） 薬学研究院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬学部 薬学研究院⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（平成30年度） 薬学研究院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬学部 薬学研究院⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（令和元年度） 薬学研究院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬学部 薬学研究院⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（令和２年度） 薬学研究院⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬学部 薬学研究院⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 修士論文（令和３年度） 薬学研究院⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬学部 薬学研究院⾧ 廃棄

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成29年度） 薬学部⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬学部 薬学部⾧ 廃棄

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成30年度） 薬学部⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬学部 薬学部⾧ 廃棄

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和元年度） 薬学部⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬学部 薬学部⾧ 廃棄

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和２年度） 薬学部⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬学部 薬学部⾧ 廃棄

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和３年度） 薬学部⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬学部 薬学部⾧ 廃棄

1978年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（昭和53年度） 看護学部⾧ 1979年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1979年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（昭和54年度） 看護学部⾧ 1980年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1980年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（昭和55年度） 看護学部⾧ 1981年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1981年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（昭和56年度） 看護学部⾧ 1982年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1982年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（昭和57年度） 看護学部⾧ 1983年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1983年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（昭和58年度） 看護学部⾧ 1984年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1984年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（昭和59年度） 看護学部⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1985年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（昭和60年度） 看護学部⾧ 1986年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1986年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（昭和61年度） 看護学部⾧ 1987年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1987年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（昭和62年度） 看護学部⾧ 1988年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1988年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（昭和63年度） 看護学部⾧ 1989年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1989年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成1年度） 看護学部⾧ 1990年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1990年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成2年度） 看護学部⾧ 1991年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1991年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成3年度） 看護学部⾧ 1992年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1992年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成4年度） 看護学部⾧ 1993年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1993年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成5年度） 看護学部⾧ 1994年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1994年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成6年度） 看護学部⾧ 1995年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1995年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成7年度） 看護学部⾧ 1996年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1996年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成8年度） 看護学部⾧ 1997年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1997年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成9年度） 看護学部⾧ 1998年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定
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1998年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成10年度） 看護学部⾧ 1999年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1999年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成11年度） 看護学部⾧ 2000年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2000年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成12年度） 看護学部⾧ 2001年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2001年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成13年度） 看護学部⾧ 2002年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2002年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成14年度） 看護学部⾧ 2003年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2003年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成15年度） 看護学部⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2004年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成16年度） 看護学部⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2005年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成17年度） 看護学部⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2006年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成18年度） 看護学部⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2007年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成19年度） 看護学部⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2008年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成20年度） 看護学部⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2009年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成21年度） 看護学部⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2010年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成22年度） 看護学部⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2011年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成23年度） 看護学部⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2012年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成24年度） 看護学部⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2013年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成25年度） 看護学部⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2014年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成26年度） 看護学部⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2015年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成27年度） 看護学部⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2016年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成28年度） 看護学部⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2017年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成29年度） 看護学部⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2018年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（平成30年度） 看護学部⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2019年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和1年度） 看護学部⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2020年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和2年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

2021年度 学務 卒業・修了・学位授与 卒業論文（令和3年度） 亥鼻地区事務部学務課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 論文閲覧室 看護学部⾧ 未定

1992年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター報告書（平成4年

度）
学生部厚生課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1993年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター年報（平成5年

度）
学生部厚生課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1994年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター年報（平成6年

度）
学生部厚生課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1995年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター年報（平成7年

度）
学生部厚生課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1996年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター年報（平成8年

度）
学生部厚生課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター年報（平成9年

度）
学生部厚生課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター年報（平成10年

度）
学生部厚生課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター年報（平成11年

度）
学生部厚生課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター年報（平成12年

度）
学生部厚生課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター年報（平成13年

度）
学生部厚生課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター年報（平成14年

度）
学生部厚生課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報
千葉大学保健管理センター年報（平成15年

度）
学生部厚生課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成16年度）
学生部学生支援課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成17年度）
学生部学生支援課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成18年度）
学生部学生支援課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成19年度）
学生部学生支援課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成20年度）
学生部学生支援課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成21年度）
学生部学生支援課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成22年度）
学生部学生支援課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成23年度）
学生部学生支援課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成24年度）
学生部学生支援課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成25年度）
学務部学生支援課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成26年度）
学務部学生支援課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成27年度）
学務部学生支援課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成28年度）
学務部学生支援課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成29年度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成30年度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（平成31年度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（令和2年度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報
国立大学法人千葉大学総合安全衛生管理機

構年報（令和3年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 資料室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議
保健管理センター運営委員会関係（平成12

年度）
学生部厚生課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議
保健管理センター運営委員会関係（平成13

年度）
学生部厚生課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議
保健管理センター運営委員会関係（平成14

年度）
学生部厚生課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議
保健管理センター運営委員会関係（平成15

年度）
学生部厚生課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成16年度）
学生部学生支援課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成17年度）
学生部学生支援課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成18年度）
学生部学生支援課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成19年度）
学生部学生支援課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成20年度）
学生部学生支援課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成21年度）
学生部学生支援課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄
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2010年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成22年度）
学生部学生支援課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成23年度）
学生部学生支援課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成24年度）
学生部学生支援課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成25年度）
学生部学生支援課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成26年度）
学務部学生支援課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成27年度）
学務部学生支援課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成28年度）
学務部学生支援課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成29年度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成30年度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（平成31年度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（令和2年度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議
総合安全衛生管理機構運営委員会関係

（令和3年度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 学務部学生支援課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 学務部学生支援課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成31年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（平成31年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員等任免関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成31年） 学生部学生支援課⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和2年） 学生部学生支援課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年 人事 勤務状況管理 出勤簿（令和3年） 学生部学生支援課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 学務部学生支援課⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 学務部学生支援課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 学務部学生支援課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算経理関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算経理関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算経理関係（平成31年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算経理関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算経理関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金申請等関係（平成29年

度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金申請等関係（平成30年

度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金申請等関係（平成31年

度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金申請等関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金申請等関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 保健管理 健康診断 定期健康診断関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 定期健康診断関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 定期健康診断関係（平成31年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 定期健康診断関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 定期健康診断関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 保健管理 健康診断 特別健康診断関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 特別健康診断関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 特別健康診断関係（平成31年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 特別健康診断関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 特別健康診断関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1992年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成 4年

度）
学生部厚生課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1993年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成 5年

度）
学生部厚生課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1994年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成 6年

度）
学生部厚生課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1995年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成 7年

度）
学生部厚生課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1996年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成 8年

度）
学生部厚生課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1997年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成 9年

度）
学生部厚生課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1998年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成10年

度）
学生部厚生課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

1999年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成11年

度）
学生部厚生課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2000年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成12年

度）
学生部厚生課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2001年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成13年

度）
学生部厚生課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2002年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成14年

度）
学生部厚生課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2003年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成15年

度）
学生部厚生課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄
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2004年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成16年

度）
学生部学生支援課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2005年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成17年

度）
学生部学生支援課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2006年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成18年

度）
学生部学生支援課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2007年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成19年

度）
学生部学生支援課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2008年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成20年

度）
学生部学生支援課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2009年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成21年

度）
学生部学生支援課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2010年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成22年

度）
学生部学生支援課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2011年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成23年

度）
学生部学生支援課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2012年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成24年

度）
学生部学生支援課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2013年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成25年

度）
学生部学生支援課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2014年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成26年

度）
学務部学生支援課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2015年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成27年

度）
学務部学生支援課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2016年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成28年

度）
学務部学生支援課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2017年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成29年

度）
学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成30年

度）
学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康診断
特定有害業務従事者健診関係（平成31年

度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 特定有害業務従事者健診関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 特定有害業務従事者健診関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2003年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成15年度） 学生部厚生課⾧ 2004年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2004年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成16年度） 学生部学生支援課⾧ 2005年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2005年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成17年度） 学生部学生支援課⾧ 2006年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2006年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成18年度） 学生部学生支援課⾧ 2007年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2007年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成19年度） 学生部学生支援課⾧ 2008年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2008年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成20年度） 学生部学生支援課⾧ 2009年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2009年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成21年度） 学生部学生支援課⾧ 2010年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2010年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成22年度） 学生部学生支援課⾧ 2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2011年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成23年度） 学生部学生支援課⾧ 2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2012年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成24年度） 学生部学生支援課⾧ 2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2013年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成25年度） 学生部学生支援課⾧ 2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2014年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成26年度） 学務部学生支援課⾧ 2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2015年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成27年度） 学務部学生支援課⾧ 2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2016年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成28年度） 学務部学生支援課⾧ 2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2017年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成29年度） 学務部学生支援課⾧ 2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2018年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成30年度） 学務部学生支援課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2019年度 保健管理 健康診断 放射線業務従事者健診関係（平成31年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 書庫 学務部学生支援課⾧ 未定

2019年度 保健管理 健康診断
休学・復学健康診断書審査依頼（平成31年

度）
学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康診断
休学・復学健康診断書審査依頼（令和2年

度）
学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康診断
休学・復学健康診断書審査依頼（令和3年

度）
学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 入学試験救護関係（平成31年度） 学務部学生支援課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 入学試験救護関係（令和2年度） 学務部学生支援課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 入学試験救護関係（令和3年度） 学務部学生支援課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部学生支援課⾧ 廃棄

2010年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（平成22年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2011年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（平成23年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2012年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（平成24年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2013年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（平成25年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2014年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（平成26年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2015年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（平成27年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2016年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（平成28年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2017年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（平成29年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（平成30年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2019年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（平成31年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（令和2年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康管理 Ｘ線撮影簿（令和3年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 5年 未定 紙 Ｘ線室 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2015年度 保健管理 健康診断 Ｘ線写真（間接）（平成27年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者退職後5年 未定
その他の媒

体：写真フィ
書庫 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2016年度 保健管理 健康診断 Ｘ線写真（間接）（平成28年度） 総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者退職後5年 未定
その他の媒

体：写真フィ
書庫 総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2010年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（平成22年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2011年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（平成23年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2012年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（平成24年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2013年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（平成25年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2014年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（平成26年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2015年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（平成27年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2016年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（平成28年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2017年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（平成29年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2018年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（平成30年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄
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2019年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（平成31年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2020年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（令和2年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

2021年度 保健管理 健康管理
診療録 (含む:薬処方箋、電話相談書等)

（令和2年度）
総合安全衛生管理機構⾧ 未定 受診者卒業後5年 未定 紙  ナース室鍵付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ総合安全衛生管理機構⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成10年度） 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成11年度） 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成12年度） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成13年度） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成15年度） 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成16年度） 学生部教務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成17年度） 学生部教務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成18年度） 学生部教務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成19年度） 学生部教務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成20年度） 学生部教務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成21年度） 学生部教務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成22年度） 学生部教務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成25年度） 学務部教育企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（令和２年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 学内規程の制定改廃（令和３年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 広報 広報用資料（平成10年度入学） 総務部総務課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 広報 広報用資料（平成11年度入学） 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 広報 広報用資料（平成12年度入学） 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 広報 広報用資料（平成13年度入学） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 広報 広報用資料（平成14年度入学） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 広報 広報用資料（平成15年度入学） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 広報 広報用資料（平成16年度入学） 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2004年度 管理運営 広報 広報用資料（平成17年度入学） 学生部教務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 広報 広報用資料（平成18年度入学） 学生部教務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 広報 広報用資料（平成19年度入学） 学生部教務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 広報 広報用資料（平成20年度入学） 学生部教務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 広報 広報用資料（平成21年度入学） 学生部教務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 広報 広報用資料（平成22年度入学） 学生部教務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 広報 広報用資料（平成23年度入学） 学生部教務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 広報 広報用資料（平成24年度入学） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 広報 広報用資料（平成25年度入学） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 広報 広報用資料（平成26年度入学） 学務部教育企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 広報 広報用資料（平成27年度入学） 学務部教育企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 広報 広報用資料（平成28年度入学） 学務部教育企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 広報 広報用資料（平成29年度入学） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 広報 広報用資料（平成30年度入学） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 広報 広報用資料（平成31年度入学） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 広報 広報用資料（令和元年度入学） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 広報 広報用資料（令和２年度入学） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 広報 広報用資料（令和３年度入学） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1997年度 管理運営 会議 運営委員会（平成9年度） 総務部総務課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 教員会議（平成10年度） 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1998年度 管理運営 会議 運営委員会（平成10年度） 総務部総務課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 教員会議（平成11年度） 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

1999年度 管理運営 会議 運営委員会（平成11年度） 総務部総務課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 運営委員会（平成12年度） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 運営委員会（平成13年度） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 運営委員会（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 運営委員会（平成15年度） 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2000年度 管理運営 会議 運営協議会（平成12年度） 総務部総務課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2001年度 管理運営 会議 運営協議会（平成13年度） 総務部総務課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2002年度 管理運営 会議 運営協議会（平成14年度） 総務部総務課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2003年度 管理運営 会議 運営協議会（平成15年度） 総務部総務課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄
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2004年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成16年度） 学生部教務課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2005年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成17年度） 学生部教務課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2006年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成18年度） 学生部教務課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2007年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成19年度） 学生部教務課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2008年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成20年度） 学生部教務課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2009年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成21年度） 学生部教務課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2010年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成22年度） 学生部教務課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2011年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成23年度） 学生部教務課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成24年度） 学生部教務課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成25年度） 学務部教育企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成26年度） 学務部教育企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成27年度） 学務部教育企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成28年度） 学務部教育企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（令和２年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員会議・運営協議会（令和３年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙及び電子 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 会議 理学教育高度化推進委員会（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 高大連携支援室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 会議 高大接続推進委員会（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 高大連携支援室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 会議 理学教育高度化推進委員会（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 高大連携支援室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 会議 高大接続推進委員会（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 高大連携支援室 学務部教育企画課⾧ 廃棄 令和2年度ファイル作成なし

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 学務部教育企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 学務部教育企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 学務部教育企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 学務部教育企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 学務部教育企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄 令和3年より教育企画課文書管理簿に統合

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 センター 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員等の任免（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等・令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等・令和２年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（非常勤職員等・令和３年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（教員・平成31年） 学務部教育企画課⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（教員・令和２年） 学務部教育企画課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（教員・令和3年） 学務部教育企画課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年） 学務部教育企画課⾧ 2020年1月1日 3年 2022年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年） 学務部教育企画課⾧ 2021年1月1日 3年 2023年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年） 学務部教育企画課⾧ 2022年1月1日 3年 2024年12月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（令和２年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 その他調査・統計・報告（令和３年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙及び電子 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 会計 予算 予算関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 会計 予算 予算関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 会計 予算 予算関係（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 会計 予算 予算関係（令和２年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 会計 予算 予算関係（令和３年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（令和２年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金（令和２年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和２年度） 学務部教育企画課⾧ 未定 全研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 民間との共同研究（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 民間との共同研究（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄
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2019年度 研究協力 研究用外部資金 民間との共同研究（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 民間との共同研究（令和２年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 全研究期間終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 数理科学コンクール（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 数理科学コンクール（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 数理科学コンクール（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 数理科学コンクール（令和2年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 数理科学コンクール（令和3年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 連携・協力 第11回高校生理科研究発表会 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 高大連携支援室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 連携・協力 第12回高校生理科研究発表会 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 高大連携支援室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 連携・協力 第13回高校生理科研究発表会 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 高大連携支援室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力 第14回高校生理科研究発表会 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 高大連携支援室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 連携・協力 第15回高校生理科研究発表会 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 高大連携支援室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 履修案内（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 倉庫 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 学務 教育課程・授業 履修案内（平成30年度） 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2019年度 学務 教育課程・授業 履修案内（令和元年度） 学務部教育企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2020年度 学務 教育課程・授業 履修案内（令和２年度） 学務部教育企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2021年度 学務 教育課程・授業 履修案内（令和３年度） 学務部教育企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2018年度 管理運営 法人運営 創立20周年記念シンポジウム 学務部教育企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 教育課程・授業 先進科学プログラム（平成29年度） 学務部教育企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部教育企画課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試 入試関係（平成29年度） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試 入試関係（平成30年度） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試 入試関係（令和元年度） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試 入試関係（令和2年度） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試 入試関係（令和3年度） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

1997年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成9年度） 学生部入試課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1998年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成10年度） 学生部入試課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

1999年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成11年度） 学生部入試課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2000年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成12年度） 学生部入試課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2001年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成13年度） 学生部入試課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2002年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成14年度） 学生部入試課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2003年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成15年度） 学生部入試課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2004年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成16年度） 学生部入試課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 学務部入試課⾧ 廃棄

2005年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成17年度） 学生部入試課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2006年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成18年度） 学生部入試課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2007年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成19年度） 学生部入試課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2008年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成20年度） 学生部入試課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2009年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成21年度） 学生部入試課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2010年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成22年度） 学生部入試課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2011年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成23年度） 学生部入試課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2012年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成24年度） 学生部入試課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2013年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成25年度） 学務部入試課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2014年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成26年度） 学務部入試課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2015年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成27年度） 学務部入試課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2016年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成28年度） 学務部入試課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2017年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成29年度） 学務部入試課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2018年度 学務 入試広報 学生募集要項（平成30年度） 学務部入試課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2019年度 学務 入試広報 学生募集要項（令和元年度） 学務部入試課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2020年度 学務 入試広報 学生募集要項（令和２年度） 学務部入試課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

2021年度 学務 入試広報 学生募集要項（令和３年度） 学務部入試課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 学務部入試課⾧ 廃棄

1984年度 管理運営 学内規程 附属図書館規程集 附属図書館情報管理課⾧ 1985年4月1日 常用 未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
未定

2003年度 図書 資料管理 承継図書資産目録 附属図書館情報管理課⾧ 未定 常用 未定 電子 サーバ
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2007年度 図書 資料管理 図書資産台帳 情報部学術情報課⾧ 未定 常用 未定 電子 サーバ
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

1979年度 図書 年史
千葉大学年史関係資料（昭和54年度～平成

28年度）

情報部学術情報課⾧・利用

支援企画課⾧
2007年4月1日 常用 未定 紙 年史資料室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 図書 年史 千葉大学年史関係資料（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 常用 未定 紙 年史資料室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 図書 年史 千葉大学年史関係資料（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 年史資料室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 図書 年史 千葉大学年史関係資料（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 年史資料室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 図書 年史 千葉大学年史関係資料（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 常用 未定 紙 年史資料室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 図書 年史 千葉大学年史関係資料（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 常用 未定 紙 年史資料室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1973年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和48年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1974年4月1日 60年 2034年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1974年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和49年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1975年4月1日 60年 2035年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1975年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和50年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1976年4月1日 60年 2036年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1976年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和51年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1977年4月1日 60年 2037年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1977年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和52年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1978年4月1日 60年 2038年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1978年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和53年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1979年4月1日 60年 2039年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄
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1983年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和58年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1984年4月1日 60年 2044年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1984年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和59年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1985年4月1日 60年 2045年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1985年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和60年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1986年4月1日 60年 2046年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1986年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和61年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1987年4月1日 60年 2047年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1987年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和62年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1988年4月1日 60年 2048年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1988年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（昭和63年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1989年4月1日 60年 2049年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1989年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成元年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1990年4月1日 60年 2050年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1990年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成2年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1991年4月1日 60年 2051年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1991年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成3年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1992年4月1日 60年 2052年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1992年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成4年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1993年4月1日 60年 2053年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1993年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成5年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1994年4月1日 60年 2054年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1994年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成6年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1995年4月1日 60年 2055年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1995年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成7年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1996年4月1日 60年 2056年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1996年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成8年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1997年4月1日 60年 2057年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1997年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成9年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1998年4月1日 60年 2058年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1998年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成10年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1999年4月1日 60年 2059年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1999年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成11年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2000年4月1日 60年 2060年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成12年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2001年4月1日 60年 2061年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成13年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2002年4月1日 60年 2062年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成14年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 60年 2063年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成15年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2004年4月1日 60年 2064年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成16年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2005年4月1日 60年 2065年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成17年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2006年4月1日 60年 2066年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 会議 図書館運営委員会関係書類（平成18年度） 情報部学術情報課⾧ 2007年4月1日 60年 2067年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 会議
情報化推進企画室図書館専門部会・学術資

料専門部会（平成18年度）
情報部学術情報課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 会議
情報化推進企画室図書館専門部会・学術資

料専門部会（平成19年度）
情報部学術情報課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 会議
情報化推進企画室図書館専門部会・学術資

料専門部会（平成20年度）
情報部学術情報課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議
情報化推進企画室図書館専門部会・学術資

料専門部会（平成21年度）
情報部学術情報課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議
情報化推進企画室図書館専門部会・学術資

料専門部会（平成22年度）
情報部学術情報課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議
情報化推進企画室図書館専門部会・学術資

料専門部会（平成23年度）
情報部学術情報課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議
情報化推進企画室図書館専門部会・学術資

料専門部会（平成24年度）
利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議
情報化推進企画室図書館専門部会・学術資

料専門部会（平成25年度）
利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議
情報化推進企画室図書館専門部会・学術資

料専門部会（平成26年度）
利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議
高等教育研究機構総合推進部門図書館専門

部会・学術研究推進機構学術資料部門学術
利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議
会議関係（図書館専門部会、学術資料専門

部会、館⾧分館⾧会議）(平成27年度)
利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議
会議関係（図書館委員会、学術資料専門部

会、館⾧分館⾧会議）(平成28年度)
利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議
会議関係（図書館委員会、学術資料専門部

会、館⾧分館⾧会議）(平成29年度)
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
会議関係（図書館委員会、学術資料専門部

会、館⾧分館⾧会議）(平成30年度)
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議
会議関係（図書館委員会、学術資料専門部

会、館⾧分館⾧会議）(平成31年度)
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議
会議関係（図書館委員会、学術資料専門部

会、館⾧分館⾧会議）(令和2年度)
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議
会議関係（図書館委員会、学術資料専門部

会、館⾧分館⾧会議）(令和3年度)
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
千葉県大学図書館協議会（平成３０年度）

（幹事館）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
国公私立大学図書館協会関係（平成３０年

度）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1998年度 管理運営 公印 公印作成関係文書（平成10年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 公印 公印作成関係文書（平成12年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 公印 公印作成関係文書（平成16年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 公印 公印作成関係文書（平成17年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 公印 公印作成関係文書（平成22年度）
情報部学術情報課⾧・利用

支援企画課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 公印 公印作成関係文書（平成23年度） 情報部学術情報課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 公印 公印作成関係文書（平成23年度）
情報部学術情報課⾧・利用

支援企画課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 公印 公印作成関係文書（平成24年度）
情報部学術情報課⾧・利用

支援企画課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 公印 公印作成関係文書（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（平成25年度） 利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行発令伺・旅行命令簿等（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 出張 海外渡航関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 出張 海外渡航関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄
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2019年度 管理運営 出張 海外渡航関係（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 出張
図書館関係（派遣・出張依頼回答等）（平

成29年度）
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 出張
図書館関係（派遣・出張依頼回答等）（平

成30年度）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 出張
図書館関係（派遣・出張依頼回答等）（平

成31年度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 出張
図書館関係（派遣・出張依頼回答等）（令

和2年度）
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 出張
図書館関係（派遣・出張依頼回答等）（令

和3年度）
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年）常勤 利用支援企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年）職員 利用支援企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成28年度）非常勤 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度）非常勤 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成29年度）非常勤 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 出勤簿（平成30年度）非常勤 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理
出勤簿（平成29年）（亥鼻分館・松戸分

館）常勤
利用支援企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
出勤簿（平成29年度）（亥鼻分館・松戸分

館）非常勤
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年）常勤 利用支援企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年）常勤 利用支援企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年）常勤 利用支援企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年）常勤 利用支援企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年）常勤 利用支援企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成29年度）非常勤 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成30年度）非常勤 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（平成31年度）非常勤 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和2年度）非常勤 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（令和3年度）非常勤 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理
休暇簿（平成29年）（亥鼻分館・松戸分

館）常勤
利用支援企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
休暇簿（平成29年度）（亥鼻分館・松戸分

館）非常勤
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 人事 勤務状況管理 週休日の振替簿・代休簿（平成28年度）
情報部学術情報課⾧・利用

支援企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理 週休日の振替簿・代休簿（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理 週休日の振替簿・代休簿（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 週休日の振替簿・代休簿（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 週休日の振替簿・代休簿（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 週休日の振替簿・代休簿（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 勤務時間報告書（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成4年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成5年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成6年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成7年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成8年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成9年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成10年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成11年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成12年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成13年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成14年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成15年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成16年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成17年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成18年度） 情報部学術情報課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成19年度） 情報部学術情報課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成20年度） 情報部学術情報課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成21年度） 情報部学術情報課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成22年度） 情報部学術情報課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成23年度） 情報部学術情報課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成23年度） 情報部学術情報課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成25年度） 利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成25年度） 利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄
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2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定・改廃関係文書（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年） 利用支援企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年） 利用支援企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成31年） 利用支援企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄 ALCと文書番号を統一

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和2年） 利用支援企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和3年） 利用支援企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（令和4年） 利用支援企画課⾧ 2023年1月1日 5年 2027年12月31日
電子：共有

サーバー内
事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 学術情報基盤実態調査（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 学術情報基盤実態調査（平成25年度） 利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 学術情報基盤実態調査（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 学術情報基盤実態調査（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 学術情報基盤実態調査（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
学術情報基盤実態調査（平成31/令和元年

度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 学術情報基盤実態調査（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 学術情報基盤実態調査（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 日本図書館協会調査関係（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 日本図書館協会調査関係（平成25年度） 利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 日本図書館協会調査関係（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 日本図書館協会調査関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 日本図書館協会調査関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
日本図書館協会調査関係（平成31/令和元年

度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 日本図書館協会調査関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 日本図書館協会調査関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 その他の調査関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 その他の調査関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 その他の調査関係（平成31/令和元年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 その他の調査関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 その他の調査関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議
国立大学図書館協会等（平成29年度）（総

会幹事校）
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 国立大学図書館協会等（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 国立大学図書館協会等（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 国立大学図書館協会等（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 国立大学図書館協会等（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 通知通達 総務一般（通知）（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 総務一般（通知）（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 総務一般（通知）（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 総務一般（通知）（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 総務一般（照会）（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 総務一般（照会）（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 総務一般（照会）（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 総務一般（照会）（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 総務一般（照会）（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報保護（平成29

年度）
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報保護（平成30

年度）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報保護（平成31

年度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報保護（令和2年

度）
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 法人運営
情報セキュリティ・個人情報保護（令和3年

度）
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 法人文書関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 法人文書関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 法人文書関係（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 法人文書関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 法人文書関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

14・15年度）
情報部学術情報課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

16・17年度）
情報部学術情報課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

18年度）
情報部学術情報課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

19年度）
情報部学術情報課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

20年度）
情報部学術情報課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

21年度）
情報部学術情報課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

22年度）
情報部学術情報課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄
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2011年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

23年度）
情報部学術情報課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

24年度）
利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

25年度）
利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

26年度）
利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

27年度）
利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

28年度）
利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

29年度）
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

30年度）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（平成

31年度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（令和2

年度）
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 中期目標・中期計画
中期目標・中期計画・年度計画関係（令和2

年度）
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 評価関連調査関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 評価関連調査関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 評価関連調査関係（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 評価関連調査関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価委員会（平成14年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価委員会（平成15年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価委員会（平成16年度） 附属図書館情報管理課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1993年度 管理運営 点検・評価
情報化時代と千葉大学附属図書館（平成5年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1996年度 管理運営 点検・評価
千葉大学附属図書館第三者評価報告書（平

成8年度）
附属図書館情報管理課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 点検・評価
千葉大学附属図書館外部評価報告書（平成

25年度）
利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 点検・評価
千葉大学附属図書館点検・評価／外部評価

報告書（平成28年度）
利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 点検・評価
千葉大学附属図書館点検・評価／外部評価

報告書（令和3年度）
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 検査・監査 監査関係（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 監査関係（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 監査関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 監査関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 監査関係（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 監査関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 監査関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 法人運営 学⾧選挙関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1994年度 人事 任免 亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成5年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1996年度 人事 任免 亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成7年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1998年度 人事 任免 亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成9年度） 附属図書館情報管理課⾧ 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2000年度 人事 任免
亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成11年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2001年度 人事 任免
亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成13年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2002年度 人事 任免
亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成14年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2004年度 人事 任免
亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成16年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2006年度 人事 任免
亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成18年

度）
情報部学術情報課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2008年度 人事 任免
亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成20年

度）
情報部学術情報課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2010年度 人事 任免
亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成22年

度）
情報部学術情報課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免
亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成24年

度）
利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免
亥鼻分館⾧候補推薦関係文書（平成26年

度）
利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1993年度 人事 任免
園芸学部分館⾧候補推薦関係文書（平成4年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1995年度 人事 任免
園芸学部分館⾧候補推薦関係文書（平成6年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1997年度 人事 任免
園芸学部分館⾧候補推薦関係文書（平成8年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1999年度 人事 任免
園芸学部分館⾧候補推薦関係文書（平成10

年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2000年度 人事 任免
園芸学部分館⾧候補推薦関係文書（平成12

年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2002年度 人事 任免
園芸学部分館⾧候補推薦関係文書（平成14

年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2004年度 人事 任免
松戸分館⾧候補推薦関係文書（平成16年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2005年度 人事 任免
松戸分館⾧候補推薦関係文書（平成17年

度）
附属図書館情報管理課⾧ 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2006年度 人事 任免
松戸分館⾧候補推薦関係文書（平成18年

度）
情報部学術情報課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2007年度 人事 任免
松戸分館⾧候補推薦関係文書（平成19年

度）
情報部学術情報課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2008年度 人事 任免
松戸分館⾧候補推薦関係文書（平成20年

度）
情報部学術情報課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2009年度 人事 任免
松戸分館⾧候補推薦関係文書（平成21年

度）
情報部学術情報課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2010年度 人事 任免
松戸分館⾧候補推薦関係文書（平成22年

度）
情報部学術情報課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 人事 任免
松戸分館⾧候補推薦関係文書（平成23年

度）
情報部学術情報課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免
松戸分館⾧候補推薦関係文書（平成24年

度）
利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免
松戸分館⾧候補推薦関係文書（平成26年

度）
利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免 分館⾧候補者関係文書（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免 分館⾧候補者関係文書（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免 分館⾧候補者関係文書（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免 分館⾧候補者関係文書（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄
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2019年度 人事 任免 分館⾧候補者関係文書（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免 分館⾧候補者関係文書（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 分館⾧候補者関係文書（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免 常勤職員人事関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免 常勤職員人事関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免 常勤職員人事関係（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免 常勤職員人事関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 常勤職員人事関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員関係（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免
アカデミック・リンク・センター人事関係

（平成29年度）
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免
アカデミック・リンク・センター人事関係

（平成29年度）
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免
アカデミック・リンク・センター人事関係

（平成30年度）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免
アカデミック・リンク・センター人事関係

（平成31年度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免
アカデミック・リンク・センター人事関係

（令和2年度）
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免
アカデミック・リンク・センター人事関係

（令和3年度）
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免 選考資料（図書系職員）（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免 選考資料（図書系職員）（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免 選考資料（図書系職員）（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免 選考資料（図書系職員）（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免 選考資料（図書系職員）（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 選考資料（図書系職員）（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免 選考資料（教員）（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免
選考資料（特定雇用職員・非常勤職員）

（平成24年度）
利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 人事 任免
選考資料（特定雇用職員・非常勤職員）

（平成25年度）
利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免
選考資料（特定雇用職員・非常勤職員）

（平成26年度）
利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免
選考資料（特定雇用職員・非常勤職員）

（平成27年度）
利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免
選考資料（特定雇用職員・非常勤職員）

（平成28年度）
利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免
選考資料（特定雇用職員・非常勤職員）

（平成29年度）
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免
選考資料（特定雇用職員・非常勤職員）

（平成30年度）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免
選考資料（特定雇用職員・非常勤職員）

（平成31年度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免
選考資料（特定雇用職員・非常勤職員）

（令和2年度）
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免
選考資料（特定雇用職員・非常勤職員）

（令和2年度）
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免 労働条件通知書（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 人事 任免 労働条件通知書（平成25年度） 利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免 労働条件通知書（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免 労働条件通知書（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免 労働条件通知書（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免 労働条件通知書（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免 労働条件通知書（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免 労働条件通知書（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免 労働条件通知書（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 労働条件通知書（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 人事 俸給 給与関係（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 倉庫
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 人事 俸給 給与関係（平成25年度） 利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 人事 俸給 給与関係（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 人事 俸給 給与関係（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 人事 俸給 給与関係（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 俸給 給与関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険関係（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の研修 研修会・講習会（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の研修 研修会・講習会（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の研修 研修会・講習会（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成18年度） 情報部学術情報課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成19年度） 情報部学術情報課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成20年度） 情報部学術情報課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成21年度） 情報部学術情報課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成22年度） 情報部学術情報課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成23年度） 情報部学術情報課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄
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2012年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成25年度） 利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 叙勲関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事
松戸分館リニューアル式典関係(平成31年

度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事
アカデミック・リンク開設10周年シンポジ

ウム（令和3年度）
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 社会保障 社会保険関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 社会保障 社会保険関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員・特定雇用職員） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 常用 常用
電子：共有

サーバー内
事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 会計 予算 概算要求書及び附属書類（平年24年度） 利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 会計 予算 概算要求書及び附属書類（平年25年度） 利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求書及び附属書類（平年26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（プロジェクト

分）（平年27年度）
利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（施設整備費）

（平年27年度）
利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（基盤的設備等整

備分）（平年27年度）
利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（機能強化・政策

課題）（平年28年度）
利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（機能強化・政策

課題）（平年29年度）
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（機能強化・政策

課題）（平年30年度）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（機能強化・政策

課題）（平年31年度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（機能強化・政策

課題）（令和2年度）
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（機能強化・政策

課題）（令和3年度）
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（施設整備費）

（平年28年度）
利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（施設整備費）

（平年29年度）
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（施設整備費）

（平年30年度）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（施設整備費）

（平年31年度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（施設整備費）

（令和2年度）
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（施設整備費）

（令和2年度）
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（基盤的設備等整

備分）（平年28年度）
利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（建新・移転費）

（平年30年度）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算
概算要求書及び附属書類（建新・移転費）

（平年31年度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算
予算要求書及び附属書類（学⾧裁量経費）

（平成29年度）
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算
予算要求書及び附属書類（学⾧裁量経費）

（平成30年度）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算
予算要求書及び附属書類（学⾧裁量経費）

（平成31年度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 設備マスタープラン（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 設備マスタープラン（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 設備マスタープラン（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 設備マスタープラン（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 設備マスタープラン（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 予算関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 予算関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 予算関係（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 予算関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 予算関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 決算 決算・事業報告書（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 決算 決算・事業報告書（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 決算 決算・事業報告書（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 決算 決算・事業報告書（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 決算 決算・事業報告書（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 決算 決算・事業報告書（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 決算 決算・事業報告書（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 契約 契約伺（図書館資料）（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 契約 契約伺（図書館資料）（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 契約 契約伺（図書館資料）（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 契約 契約伺（図書館資料）（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 契約 契約伺（図書館資料）（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 契約 契約伺（図書館資料）（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 契約 契約伺（図書館資料）（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 政府調達・入札 契約伺（図書館資料）（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約 契約伺（図書館資料）（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 契約伺（図書館資料）（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2009年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成21年度）科研
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2009年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成21年度）外部資金
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄
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2010年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成22年度）科研
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2010年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成22年度）外部資金
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成23年度）科研
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成23年度）外部資金
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成24年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成24年度）外部資金
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成25年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成25年度）外部資金
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成26年度）外部資金を
利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成26年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成26年度）外部資金
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成27年度）外部資金を
利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成27年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成27年度）外部資金
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成28年度）外部資金を
利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成28年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成28年度）外部資金
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成29年度）外部資金を
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成29年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成29年度）外部資金
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成30年度）外部資金を
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成30年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成30年度）外部資金
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成31年度）外部資金を
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成31年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（平成31年度）外部資金
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（令和2年度）外部資金を除
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（令和2年度）科研
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料)(令和2年度）外部資金（科研
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（令和3年度）外部資金を除
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料）（令和3年度）科研
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出
債務計上票・支出契約決議書及び関係書類

（図書館資料)(令和3年度）外部資金（科研
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2009年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成21年度）科研
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2009年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成21年度）外部資金（科研を除く）
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2010年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成22年度）科研
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2010年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成22年度）外部資金（科研を除く）
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成23年度）科研
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成23年度）外部資金（科研を除く）
情報部学術情報課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成24年度）外部資金を除く
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成24年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成25年度）外部資金（科研を除く）
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成25年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成26年度）外部資金を除く
利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成26年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成26年度）外部資金（科研を除く）
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成27年度）外部資金を除く
利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成27年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成27年度）外部資金（科研を除く）
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成28年度）外部資金を除く
利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成28年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成28年度）外部資金（科研を除く）
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成29年度）外部資金を除く
利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成29年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成29年度）外部資金（科研を除く）
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成30年度）外部資金を除く
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成30年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成30年度）外部資金（科研を除く）
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成31年度）外部資金を除く
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成31年度）科研
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（平

成31年度）外部資金（科研を除く）
利用支援企画課⾧ 未定 8年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（令

和2年度）外部資金を除く
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（令

和2年度）科研
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（令

和2年度）外部資金（科研を除く）
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（令

和3年度）外部資金を除く
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄
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2021年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（令

和3年度）科研
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出
振替伝票及び関係書類（図書館資料）（令

和3年度）外部資金（科研を除く）
利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出
前金払精算書（図書館資料）（平成26年

度）
利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出
前金払精算書（図書館資料）（平成27年

度）
利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出
前金払精算書（図書館資料）（平成28年

度）
利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出
前金払精算書（図書館資料）（平成30年

度）
利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出
前金払精算書（図書館資料）（平成31年

度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 前金払精算書（図書館資料）（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 前金払精算書（図書館資料）（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出 外国新刊図書購入価格（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出 外国新刊図書購入価格（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出 外国新刊図書購入価格（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出 外国新刊図書購入価格（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出 外国新刊図書購入価格（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 外国新刊図書購入価格（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 外国新刊図書購入価格（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 アシスタントに関する出勤表 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 アシスタントに関する出勤表 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出 飲食費支出伺（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出 飲食費支出伺（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出 飲食費支出伺（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出 飲食費支出伺（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 飲食費支出伺（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出 工事等依頼書（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出 工事等依頼書（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 国有財産副台帳 附属図書館情報管理課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2003年度 会計 固定資産管理 国有財産副台帳（亥鼻分館） 附属図書館情報管理課⾧ 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 資産関係文書（平成27年） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 資産関係文書（平成28年） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 資産関係文書（平成29年） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 資産関係文書（平成30年） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 資産関係文書（平成31年） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 資産関係文書（令和2年） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 資産関係文書（令和3年） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 各種点検結果報告書（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 各種点検結果報告書（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 各種点検結果報告書（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 施設 施設維持管理 各種点検結果報告書（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 施設 施設維持管理 各種点検結果報告書（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 施設 施設維持管理 各種消防署提出等関係文書（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 施設 施設維持管理 各種消防署提出等関係文書（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 施設 施設維持管理 各種消防署提出等関係文書（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 債権 債権管理補助簿（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 債権 債権管理補助簿（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 債権 債権管理補助簿（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 債権 債権管理補助簿（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 債権 債権管理補助簿（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 債権 債権管理補助簿（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 債権 債権管理補助簿（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 債権 債権管理補助簿（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 収入金現金出納簿（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 収入金現金出納簿（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 収入金現金出納簿（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 収入振替伝票（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 収入振替伝票（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 収入振替伝票（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 収入振替伝票（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 収入振替伝票（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄
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2016年度 会計 収入 収入振替伝票（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 収入振替伝票（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 収入振替伝票（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 収入振替伝票（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 収入振替伝票（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 収入振替伝票（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 収入振替伝票（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 収入振替伝票（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 収入振替伝票（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 収入振替伝票（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 収入振替伝票（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入
収入金現金領収書原符（平成31/令和元年

度）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 収入金現金領収書原符（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 現金領収書受払簿（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 現金領収書受払簿（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成31年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 現金領収書受払簿（令和２年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 現金領収書受払簿（令和３年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 現金領収書受払簿（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 現金領収書受払簿（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 現金領収書受払簿（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 事業系廃棄物減量計画書（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 事業系廃棄物減量計画書（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 事業系廃棄物減量計画書（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 通知通達 会計一般（通知）（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 通知通達 会計一般（通知）（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 会計一般（通知）（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 会計一般（通知）（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 会計一般（通知）（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2002年度 図書 資料管理
附属図書館資料選定専門委員会内規関係文

書（平成14年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2004年度 図書 資料管理
資料予備選定委員会設置要項関係文書（平

成16年度）
附属図書館情報管理課⾧ 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2006年度 図書 資料管理
附属図書館本館資料選定委員会内規(平成18

年度）
情報部学術情報課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2007年度 図書 資料管理
附属図書館本館資料選定委員会内規(平成19

年度）
情報部学術情報課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 図書 資料管理 図書の不用決定及び廃棄（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 図書 資料管理 図書の不用決定及び廃棄（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 図書 資料管理 図書の不用決定及び廃棄（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 資料管理 図書の不用決定及び廃棄（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 資料管理 図書の不用決定及び廃棄（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄
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2019年度 図書 資料管理
図書の不用決定及び廃棄（平成31/令和元年

度）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 資料管理 図書の不用決定及び廃棄（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 資料管理 図書の不用決定及び廃棄（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 資料管理 図書選定関係文書（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 資料管理 図書選定関係文書（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 資料管理 図書選定関係文書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 資料管理 図書選定関係文書（平成31年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 資料管理 図書選定関係文書（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 資料管理 図書選定関係文書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 資料管理 図書選定関係文書（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄 2020年度は無し

2017年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（平成31年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理 図書館サービス関係（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理 附属図書館利用者登録申請書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理 学外者図書館利用申請書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理 利用者ファイル（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 利用者管理 貸出ファイル（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 利用者管理 貸出ファイル（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 利用者管理 貸出ファイル（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 利用者管理 貸出ファイル（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理 貸出ファイル（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成31年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 図書館管理 文献複写申込書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 図書 図書館管理 全頁複写許可願申請書（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 図書 図書館管理 全頁複写許可願申請書（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 図書館管理 全頁複写許可願申請書（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 図書館管理 全頁複写許可願申請書（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 図書館管理
全頁複写許可願申請書（平成31/令和元年

度）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 図書館管理 全頁複写許可願申請書（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 図書館管理 全頁複写許可願申請書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄
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2014年度 図書 資料管理
図書の不用決定及び廃棄（製本雑誌）（平

成26年度）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 図書館管理 他館利用紹介関係文書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 ネットワーク／機器関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 ネットワーク／機器関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理
ネットワーク／機器関係（平成31/令和元年

度）
利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 ネットワーク／機器関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 ネットワーク／機器関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 図書 資料管理 雑誌選定関係文書（平成31年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 資料管理 雑誌選定関係文書（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 資料管理 雑誌選定関係文書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 資料管理 雑誌選定関係文書（平成31/令和元年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 図書 資料管理 雑誌選定関係文書（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄 2020年度は無し

2020年度 図書 資料管理 雑誌選定関係文書（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 図書 資料管理 雑誌情報関係文書（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 図書 資料管理 雑誌情報関係文書（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 図書 資料管理 雑誌情報関係文書（平成31/令和元年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 図書 資料管理 雑誌情報関係文書（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 図書 資料管理 雑誌情報関係文書（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 図書 資料管理 電子資料契約文書 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 図書 資料管理 電子情報関係文書（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 図書 資料管理 電子情報関係文書（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 図書 資料管理 電子情報関係文書（平成31/令和元年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 図書 資料管理 電子情報関係文書（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 図書 資料管理 電子情報関係文書（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1987年度 管理運営 広報
千葉大学附属図書館概要（昭和62−平成6年

度）

附属図書館情報サービス課

⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1995年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（平成7年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1996年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（平成8年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1997年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（1997／1998）
附属図書館情報サービス課

⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1998年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（1998／1999）
附属図書館情報サービス課

⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1999年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（1999／2000）
附属図書館情報サービス課

⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（2000／2001）
附属図書館情報サービス課

⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（2001／2002）
附属図書館情報サービス課

⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（2002／2003）
附属図書館情報サービス課

⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（2003／2004）
附属図書館情報サービス課

⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（2004／2005）
附属図書館情報サービス課

⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日

電子：共有

サーバー内
サーバ

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（2005／2006）
附属図書館情報サービス課

⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日

電子：共有

サーバー内
サーバ

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 広報 千葉大学附属図書館概要（2006／2007） 情報部情報サービス課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日
電子：共有

サーバー内
サーバ

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1987年度 管理運営 広報
図書館報Ｎｏ．36−56（昭和62−平成5年

度）

附属図書館情報サービス課

⾧
1987年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

1994年度 管理運営 広報
図書館報Ｎｏ．57−77（平成6−平成12年

度）

附属図書館情報サービス課

⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 広報
図書館報「ＩｎｆｏＰｏｒｔ」Ｎｏ．1−17

（平成13−平成20年度）

附属図書館情報サービス課

⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 図書 利用者管理 ガイダンス関係（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 利用者管理 ガイダンス関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 図書 利用者管理 ガイダンス関係（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 利用者管理 ガイダンス関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 図書 利用者管理 ガイダンス関係（平成31/令和元年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 図書 利用者管理 ガイダンス関係（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄 2020年度は無し

2020年度 図書 利用者管理 ガイダンス関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理 ガイダンス関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 収入現金出納簿（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 収入現金出納簿（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 収入現金出納簿（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 収入現金出納簿（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 収入現金出納簿（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 収入現金出納簿（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 収入現金出納簿（平成31年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 収入現金出納簿（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 収入現金出納簿（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 収入現金出納簿（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 収入現金出納簿（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 収入現金出納簿（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 収入現金出納簿（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄
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2015年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成31年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 収入現金領収書原符（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 収入現金領収書原符（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 収入現金領収書原符（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 収入現金領収書原符（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 収入現金領収書原符（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年）（亥鼻分館）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年）（亥鼻分館）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 医学図書館協会関係文書（平成年29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 医学図書館協会関係文書（平成年30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 医学図書館協会関係文書（平成年31年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 医学図書館協会関係文書（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 医学図書館協会関係文書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

1978年度 管理運営 会議 亥鼻分館運営委員会（昭和53−平成7年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

1996年度 管理運営 会議 亥鼻分館運営委員会（平成8年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

1997年度 管理運営 会議 亥鼻分館運営委員会（平成9年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

1998年度 管理運営 会議 亥鼻分館運営委員会（平成10年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

1999年度 管理運営 会議 亥鼻分館運営委員会（平成11年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 会議 亥鼻分館運営委員会（平成12年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 会議 亥鼻分館運営委員会（平成13年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 会議 亥鼻分館運営委員会（平成14年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 会議 亥鼻分館運営委員会（平成15年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 会議 亥鼻分館運営委員会（平成16年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 会議 亥鼻分館運営委員会（平成17年度）
附属図書館情報サービス課

⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成18年度） 情報部情報サービス課⾧ 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成19年度） 情報部情報サービス課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成20年度） 情報部情報サービス課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成21年度） 情報部情報サービス課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成22年度） 情報部情報サービス課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成23年度） 情報部情報サービス課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成24年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成25年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（平成31年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 亥鼻分館分科会（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 点検・評価
亥鼻分館自己点検・評価委員会（平成14年

度）

附属図書館情報サービス課

⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 点検・評価
亥鼻分館自己点検・評価委員会（平成15年

度）

附属図書館情報サービス課

⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 点検・評価
亥鼻分館自己点検・評価委員会（平成16年

度）

附属図書館情報サービス課

⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 点検・評価
亥鼻分館自己点検・評価委員会（平成17年

度）

附属図書館情報サービス課

⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 図書 資料管理
図書の不用決定及び廃棄（平成26年度）

（亥鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 図書 資料管理
図書の不用決定及び廃棄（平成27年度）

（亥鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 図書 資料管理
図書の不用決定及び廃棄（平成28年度）

（亥鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 資料管理
図書の不用決定及び廃棄（平成29年度）

（亥鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 資料管理
図書の不用決定及び廃棄（平成30年度）

（亥鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 資料管理
図書の不用決定及び廃棄（平成31年度）

（亥鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 資料管理
図書の不用決定及び廃棄（令和2年度）（亥

鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 資料管理
図書の不用決定及び廃棄（令和3年度）（亥

鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理 亥鼻分館開館日程（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理 亥鼻分館利用者登録申請書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理
学外者図書館利用申請書（令和3年度）（亥

鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理
学外者図書館利用受付簿（令和3年度）（亥

鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 利用者管理
貴重図書利用申請書（令和3年度）（亥鼻分

館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄
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2014年度 図書 図書館管理
全頁複写許可願申請書（平成26年度）（亥

鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 図書館管理
全頁複写許可願申請書（平成30年度）（亥

鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄 2019・2020年度はなし

2021年度 図書 図書館管理
全頁複写許可願申請書（令和３年度）（亥

鼻分館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 利用者管理
ガイダンス関係（平成29年度）（亥鼻分

館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 利用者管理
ガイダンス関係（平成30年度）（亥鼻分

館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 利用者管理
ガイダンス関係（平成31年度）（亥鼻分

館）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄 2020・2021年度はなし

2007年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成19年度） 情報部情報サービス課⾧ 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成20年度） 情報部情報サービス課⾧ 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成21年度） 情報部情報サービス課⾧ 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成22年度） 情報部情報サービス課⾧ 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成23年度） 情報部情報サービス課⾧ 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成24年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成25年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議
図書委員会資料・議事録（平成31/令和元年

度）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 図書委員会資料・議事録（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 30年 2052年4月1日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 資料管理 物品寄贈受入関係（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 資料管理 物品寄贈受入関係（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 資料管理 物品寄贈受入関係（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄 2020年度は無し

2014年度 図書 図書館管理 相互協力関係文書（平成26年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2015年度 図書 図書館管理 相互協力関係文書（平成27年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2016年度 図書 図書館管理 相互協力関係文書（平成28年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2017年度 図書 図書館管理 相互協力関係文書（平成29年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2018年度 図書 図書館管理 相互協力関係文書（平成30年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2019年度 図書 図書館管理 相互協力関係文書（平成31/令和元年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2020年度 図書 図書館管理 相互協力関係文書（令和2年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2021年度 図書 図書館管理 相互協力関係文書（令和3年度）
附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議 教員会議（平成23年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 教員会議（平成24年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 教員会議（平成25年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 教員会議（平成26年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 教員会議（平成27年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 教員会議（平成28年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 教員会議（平成29年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 教員会議（平成30年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 教員会議（平成31/令和元年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 教員会議（令和2年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 教員会議（令和3年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
廃棄

2017年度 管理運営 広報 広報・報道関係（平成29年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 広報 広報・報道関係（平成30年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 広報 広報・報道関係（平成31/令和元年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 広報 広報・報道関係（令和2年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 広報 広報・報道関係（令和3年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 セミナー、シンポジウム（平成29年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2018年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 セミナー、シンポジウム（平成30年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2019年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事
セミナー、シンポジウム（平成31/令和元年

度）

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2020年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 セミナー、シンポジウム（令和2年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2021年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 セミナー、シンポジウム（令和3年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2022年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 学務 学生支援
アカデミック・リンク・プロジェクト（平

成29年度）

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 学務 学生支援
アカデミック・リンク・プロジェクト（平

成30年度）

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 学務 学生支援
アカデミック・リンク・プロジェクト（平

成31/令和元年度）

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 学務 学生支援
アカデミック・リンク・プロジェクト（令

和2年度）

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 学務 学生支援
アカデミック・リンク・プロジェクト（令

和3年度）

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 TA/RA
アカデミック・リンクのアシスタントに関

する文書（平成29年度）

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 TA/RA
アカデミック・リンクのアシスタントに関

する文書（平成30年度）

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 TA/RA
アカデミック・リンクのアシスタントに関

する文書（平成31/令和元年度）

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 TA/RA
アカデミック・リンクのアシスタントに関

する文書（令和2年度）

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 TA/RA
アカデミック・リンクのアシスタントに関

する文書（令和3年度）

アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 式典・行事 共同利用拠点関係（平成27年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
未定 認定期間終了後10年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄
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2016年度 管理運営 式典・行事 共同利用拠点関係（平成28年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
未定 認定期間終了後10年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 式典・行事 共同利用拠点関係（平成29年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
未定 認定期間終了後10年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 式典・行事 共同利用拠点関係（平成30年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
未定 認定期間終了後10年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 式典・行事 共同利用拠点関係（平成31/令和元年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
未定 認定期間終了後10年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 式典・行事 共同利用拠点関係（令和2年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
未定 認定期間終了後10年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 式典・行事 共同利用拠点関係（令和3年度）
アカデミック・リンク・セ

ンター⾧
未定 認定期間終了後10年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価委員会（平成24年度） 利用支援企画課⾧ 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価委員会（平成25年度） 利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 点検・評価 自己点検・評価委員会（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 点検・評価
自己点検・評価委員会・外部評価（令和3年

度）
利用支援企画課⾧ 2022年3月31日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 会計一般（通知）（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 出張
旅行発令伺・旅行命令簿等(ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・

ｾﾝﾀｰ)（平成22年度）
利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 出張
旅行発令伺・旅行命令簿等(ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・

ｾﾝﾀｰ)（平成23年度）
利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 出張
旅行発令伺・旅行命令簿等(ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・

ｾﾝﾀｰ)（平成24年度）
利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 出張
旅行発令伺・旅行命令簿等(ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・

ｾﾝﾀｰ)（平成25年度）
利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 出張
旅行発令伺・旅行命令簿等(ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・

ｾﾝﾀｰ)（平成26年度）
利用支援企画課⾧ 未定 該当の外部資金完了後５年未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況管理
出勤簿（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・ｾﾝﾀｰ）（平成29

年）常勤
利用支援企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
出勤簿（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・ｾﾝﾀｰ）（平成30

年）
利用支援企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
出勤簿（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・ｾﾝﾀｰ）（平成31

年）
利用支援企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況管理
休暇簿（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・ｾﾝﾀｰ）（平成30

年）
利用支援企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況管理
休暇簿（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・ｾﾝﾀｰ）（平成31

年）
利用支援企画課⾧ 2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・ｾﾝﾀｰ）（令和2年） 利用支援企画課⾧ 2021年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況管理 休暇簿（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・ｾﾝﾀｰ）（令和3年） 利用支援企画課⾧ 2022年1月1日 5年 2026年12月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理
文書処理簿（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・ｾﾝﾀｰ）（平成

29年）
利用支援企画課⾧ 2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理
文書処理簿（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・ｾﾝﾀｰ）（平成

30年）
利用支援企画課⾧ 2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄 H31～図書館と統合

2017年度 人事 職員の評価 教員評価関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 職員の評価 教員評価関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の評価 教員評価関係（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の評価 教員評価関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の評価 教員評価関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2013年度 人事 俸給 人事関係（平成25年度） 利用支援企画課⾧ 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 人事 俸給 人事関係（平成26年度） 利用支援企画課⾧ 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2015年度 人事 俸給 人事関係（平成27年度） 利用支援企画課⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2016年度 人事 俸給 人事関係（平成28年度） 利用支援企画課⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2017年度 人事 俸給 人事関係（平成29年度） 利用支援企画課⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 人事 俸給 人事関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 人事 俸給 人事関係（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 俸給 人事関係（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 人事 俸給 人事関係（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 部局間交流協定関係（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 協定終了後5年 未定 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 環境ISO（平成30年度） 利用支援企画課⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 環境ISO（平成31年度） 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 施設 環境保全 環境ISO（令和2年度） 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2021年度 施設 環境保全 環境ISO（令和3年度） 利用支援企画課⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 人事 TA/RA リサーチアシスタント関係 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 連携・協力
日本語の歴史的典籍の国際共同ネットワー

ク構築計画におけるデータベース構築に関
利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 協定終了後5年 未定 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症対応（令和元年

度）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2020年4月1日 20年 2040年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
移管

2020年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症対応（令和2年

度）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2021年4月1日 20年 2041年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症対応（令和3年

度）

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
2022年4月1日 20年 2042年3月31日 電子 サーバ

附属図書館事務部学術コン

テンツ課⾧
移管

2020年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症対応（令和2年

度）

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症対応（令和3年

度）

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室

附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
移管

2019年度 管理運営 調査統計 授業目的公衆送信補償金制度 利用支援企画課⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 授業目的公衆送信補償金制度 利用支援企画課⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
附属図書館事務部利用支援

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する決裁文書（平成26年）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する決裁文書（平成28年）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する決裁文書（平成29年）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）
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2018年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する決裁文書（平成30年）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する決裁文書（令和2年）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する決裁文書（令和3年）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 政府調達・入札
仕様書案に対する意見招請に関する決裁文

書（平成24年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 政府調達・入札
仕様書案に対する意見招請に関する決裁文

書（平成25年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 政府調達・入札
仕様書案に対する意見招請に関する決裁文

書（平成26年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 政府調達・入札
仕様書案に対する意見招請に関する決裁文

書（平成28年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 政府調達・入札
仕様書案に対する意見招請に関する決裁文

書（平成29年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 政府調達・入札
仕様書案に対する意見招請に関する決裁文

書（平成30年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 政府調達・入札
仕様書案に対する意見招請に関する決裁文

書（令和2年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札
仕様書案に対する意見招請に関する決裁文

書（令和3年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 政府調達・入札
特定調達契約に係る一般競争等に関する記

録票（平成24年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 政府調達・入札
特定調達契約に係る一般競争等に関する記

録票（平成25年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 政府調達・入札
特定調達契約に係る一般競争等に関する記

録票（平成26年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 政府調達・入札
特定調達契約に係る一般競争等に関する記

録票（平成28年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 政府調達・入札
特定調達契約に係る一般競争等に関する記

録票（平成29年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 管理運営 式典・行事 新外来診療棟オープニングセレモニー
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1991年度 管理運営 会議 運営会議（平成4年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1992年度 管理運営 会議 運営会議（平成5年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1993年度 管理運営 会議 運営会議（平成6年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1994年度 管理運営 会議 運営会議（平成7年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1995年度 管理運営 会議 運営会議（平成8年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1996年度 管理運営 会議 運営会議（平成9年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1997年度 管理運営 会議 運営会議（平成10年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1998年度 管理運営 会議 運営会議（平成11年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1999年度 管理運営 会議 運営会議（平成12年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 会議 運営会議（平成13年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 会議 運営会議（平成14年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 会議 運営会議（平成15年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 会議 運営会議（平成16年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 会議 運営会議（平成17年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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2005年度 管理運営 会議 運営会議（平成18年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 会議 運営会議（平成19年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 会議 運営会議（平成20年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 会議 運営会議（平成21年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議 運営会議（平成22年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議 運営会議（平成23年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議 運営会議（平成24年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 運営会議（平成25年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 運営会議（平成26年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 運営会議（平成27年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 運営会議（平成28年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 運営会議（平成29年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 運営会議（平成29年度1月～3月）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 運営会議（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 運営会議（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 運営会議（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 運営会議（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1991年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成4年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1993年1月1日 30年 2022年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1992年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成5年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1994年1月1日 30年 2023年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1993年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成6年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1995年1月1日 30年 2024年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1994年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成7年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1996年1月1日 30年 2025年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1995年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成8年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1997年1月1日 30年 2026年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1996年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成9年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1998年1月1日 30年 2027年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1997年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成10年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1999年1月1日 30年 2028年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1998年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成11年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2000年1月1日 30年 2029年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1999年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成12年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年1月1日 30年 2030年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成13年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2002年1月1日 30年 2031年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成14年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年1月1日 30年 2032年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成15年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年1月1日 30年 2033年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 会議 科⾧会議（平成16年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 会議 人事会議（平成16年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 会議 人事会議（平成17年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 会議 人事会議（平成18年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 会議 人事会議（平成19年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 会議 人事会議（平成20年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 会議 人事会議（平成21年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議 人事会議（平成22年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議 人事会議（平成23年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議 人事会議（平成24年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 人事会議（平成25年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 人事会議（平成26年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 人事会議（平成27年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 会議 幹事会（平成16年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年1月1日 30年 2034年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 会議 執行部会（平成17年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年1月1日 30年 2035年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 会議 執行部会（平成18年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年1月1日 30年 2036年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 会議 執行部会（平成19年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年1月1日 30年 2037年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 会議 執行部会（平成20年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年1月1日 30年 2038年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 会議 執行部会（平成21年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年1月1日 30年 2039年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議 執行部会（平成22年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年1月1日 30年 2040年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議 執行部会（平成23年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年1月1日 30年 2041年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議 執行部会（平成24年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年1月1日 30年 2042年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 執行部会（平成25年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年1月1日 30年 2043年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 執行部会（平成26年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年1月1日 30年 2044年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 執行部会（平成27年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年1月1日 30年 2045年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 執行部会（平成28年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年1月1日 30年 2046年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 執行部会（平成29年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年1月1日 30年 2047年12月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 執行部会（平成29年度1月～3月）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 執行部会（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 執行部会（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 執行部会（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 執行部会（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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保存期間
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措置

備考

1999年度 管理運営 会議 病院改革委員会（平成11年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 会議 病院改革委員会（平成12年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 会議 病院改革委員会（平成13年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 会議 病院改革委員会（平成14年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 会議 病院改革委員会（平成15年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 会議 病院改革委員会（平成16年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1999年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成11年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成12年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成13年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成14年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成15年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成16年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成17年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成18年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成19年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成20年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成21年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成22年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成23年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 有識者懇談会（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 有識者懇談会（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 有識者懇談会（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 有識者懇談会（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議
国立大学医学部附属病院⾧会議常置委員会

（平成21年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議
国立大学医学部附属病院⾧会議常置委員会

（平成22年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議
国立大学医学部附属病院⾧会議常置委員会

（平成23年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議
国立大学医学部附属病院⾧会議常置委員会

（平成24年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議
国立大学医学部附属病院⾧会議常置委員会

（平成25年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議
国立大学医学部附属病院⾧会議常置委員会

（平成28年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議
国立大学医学部附属病院⾧会議常置委員会

（平成29年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
国立大学医学部附属病院⾧会議常置委員会

（平成30年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議
国立大学医学部附属病院⾧会議常置委員会

（2019年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議
国立大学医学部附属病院⾧会議常置委員会

（2020年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議
国立大学医学部附属病院⾧会議常置委員会

（2021年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 検査・監査 病院監査委員会関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 検査・監査 病院監査委員会関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 検査・監査 病院監査委員会関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 検査・監査 病院監査委員会関係（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 検査・監査 病院監査委員会関係（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 検査・監査 病院監査委員会関係（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成29年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年1月1日 5年 2022年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（平成30年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年1月1日 5年 2023年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（2019年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（2020年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年1月1日 5年 2025年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 文書処理簿（2021年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年1月1日 5年 2026年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 出張 旅行命令簿等（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成4年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成5年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成6年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成7年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成8年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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1997年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成9年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成10年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成11年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成12年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成13年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成14年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成15年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成16年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成17年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成18年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成19年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成20年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成21年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成22年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成23年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 規程の制定改廃（病院分）（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 その他調査関係（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 郵便料金計器額報告書（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 郵便料金計器額報告書（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 郵便料金計器額報告書（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 郵便料金計器額報告書（2020 年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 郵便料金計器額報告書（2021 年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 日誌 病院日誌（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 2年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 日誌 病院日誌（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 2年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 一般文書（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 一般文書（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 一般文書（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 情報資産管理 ＩＣカード職員証関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 情報資産管理 ＩＣカード職員証関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 ＩＣカード職員証関係（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 ＩＣカード職員証関係（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 ＩＣカード職員証関係（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成17年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成18年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成19年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成20年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成21年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成22年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成23年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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2021年度 管理運営 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画関係（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 研究協力 許認可
放射性同位元素等使用承認証（平成22年10

月19日）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年11月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

1988年度 研究協力 許認可 定期検査合格証（平成元年9月27日）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1988年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

1993年度 研究協力 許認可 定期検査合格証（平成6年3月29日）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1994年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

1999年度 研究協力 許認可 定期検査合格証（平成11年10月14日）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1999年11月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2003年度 研究協力 許認可 定期検査合格証（平成16年3月18日）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2009年度 研究協力 許認可 定期検査合格証（平成21年12月24日）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年1月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2009年度 研究協力 許認可 定期検査確認証（平成21年12月24日）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年1月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

1985年度 研究協力 許認可 施設検査合格証（昭和60年11月18日）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1985年12月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2001年度 研究協力 許認可 施設検査合格証（平成13年8月29日）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年9月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2002年度 研究協力 許認可 施設検査合格証（平成15年3月5日）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2010年度 研究協力 許認可 施設検査合格証（平成22年6月23日）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年7月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 放射線関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 放射線関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 放射線関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 放射線関係（令和２年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 放射線関係（令和３年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 国際交流 海外渡航 海外渡航関係（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 国際交流 海外渡航 海外渡航関係（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 国際交流 海外渡航 海外渡航関係（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1999年度 管理運営 会議
膵臓移植適応検討評価委員会（平成11年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 会議
膵臓移植適応検討評価委員会（平成12年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1999年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成11年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成12年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成13年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成14年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成15年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成16年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成17年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成18年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成19年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成20年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成21年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成22年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成23年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成24年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成25年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成26年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議
生体部分肝移植適応評価委員会（平成27年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 生体肺移植適応評価委員会（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 会議 肺移植適応検討評価委員会（平成16年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 会議 肺移植適応検討評価委員会（平成17年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 会議 肺移植適応検討評価委員会（平成18年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 会議 肺移植適応検討評価委員会（平成19年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 会議 肺移植適応検討評価委員会（平成20年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 肺移植適応検討評価委員会（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 肺移植適応検討評価委員会（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 医事 患者支援 臓器提供本部
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年7月1日 30年 2041年6月30日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 医事 患者支援 臓器提供本部
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年7月1日 30年 2045年6月30日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援 臓器移植関係（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 臓器移植関係（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 臓器移植関係（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療機関申請 病院機能評価関係（平成18年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年5月1日 30年 2037年4月30日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療機関申請
日本医療機能評価機構認定証（2007年4月

23日）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年5月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2011年度 医事 医療機関申請 病院機能評価関係（平成23年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成6年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成7年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成8年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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1997年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成9年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成10年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成11年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2000年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成12年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2001年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成13年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2002年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成14年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成15年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成16年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成17年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成18年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成19年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成20年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成21年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成22年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成23年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 保険医登録申請関係（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療職員管理 麻酔医標榜医証明等関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療職員管理 麻酔医標榜医証明等関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理 麻酔医標榜医証明等関係（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 麻酔医標榜医証明等関係（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 麻酔医標榜医証明等関係（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療職員管理 診療従事許可願（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療職員管理 診療従事許可願（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理 診療従事許可願（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 診療従事許可願（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 診療従事許可願（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 国内未承認薬関係（平成9年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 承認後3年 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請 国内未承認薬関係（平成10年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 承認後3年 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請 国内未承認薬関係（平成11年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 承認後3年 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2000年度 医事 医療機関申請 国内未承認薬関係（平成12年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 承認後3年 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2001年度 医事 医療機関申請 国内未承認薬関係（平成13年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 承認後3年 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2002年度 医事 医療機関申請 国内未承認薬関係（平成14年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 承認後3年 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 医事 医療機関申請 国内未承認薬関係（平成15年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 承認後3年 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1998年度 医事 患者支援 膵臓移植実施準備状況報告書（副）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1998年9月1日 30年 2028年8月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請
災害時における大学病院間の相互支援に関

する協定

医学部附属病院事務部総務

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 国立大学病院に関する行政監察調書
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1998年2月1日 30年 2028年1月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理 麻薬施用者の登録申請（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 麻薬施用者の登録申請（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 麻薬施用者の登録申請（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 覚せい剤施用機関届出
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 覚せい剤施用機関届出
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス関連通知（2019年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
移管

2020年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス関連通知（2020年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス関連通知（2021年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
移管

2019年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症対策本部会議

（2019年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
移管

2020年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症対策本部会議

（2020年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症対策本部会議

（2021年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
移管

2019年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人来訪者の受入報告（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人来訪者の受入報告（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 国際 外国人研究者等の受入 外国人来訪者の受入報告（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 国際 国際交流事業 国際交流助成関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 国際 国際交流事業 国際交流助成関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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2021年度 国際 国際交流事業 国際交流助成関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 国際 国際交流協定 受諾事業（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 国際 国際交流協定 受諾事業（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 国際 国際交流協定 受諾事業（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 国際 国際交流協定 受諾事業（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 国際 国際交流協定 受諾事業（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 部局間学術交流協定(遠隔医療）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 部局間学術交流協定(遠隔医療）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 国際 国際交流協定 部局間学術交流協定(学術）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議
コミュニケーション戦略会議（平成29年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・

USBメモリ・

SDカード等

事務室
医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
コミュニケーション戦略会議（平成30年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・

USBメモリ・

SDカード等

事務室
医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 コミュニケーション戦略会議（令和1年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日

電子：FD・

CD・DVD・

USBメモリ・

SDカード等

事務室
医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 コミュニケーション戦略会議（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 コミュニケーション戦略会議（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1993年度 管理運営 広報 千葉大学医学部附属病院概要（平成5年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1993年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1994年度 管理運営 広報 千葉大学医学部附属病院概要（平成6年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1994年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1995年度 管理運営 広報 千葉大学医学部附属病院概要（平成7年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1995年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1996年度 管理運営 広報 千葉大学医学部附属病院概要（平成8年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1996年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1997年度 管理運営 広報 千葉大学医学部附属病院概要（平成9年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1997年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1998年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成10年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
1998年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係提出文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係提出文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係提出文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係提出文書（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係提出文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係提出文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2019年度 会計 政府調達・入札
政府調達関係提出文書（平成31年度）（令

和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係提出文書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係提出文書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 政府調達・入札 技術審査委員会関係（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 政府調達・入札 技術審査委員会関係（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）
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2014年度 会計 政府調達・入札 技術審査委員会関係（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 政府調達・入札 技術審査委員会関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 政府調達・入札 技術審査委員会関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 政府調達・入札 技術審査委員会関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 政府調達・入札 技術審査委員会関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2019年度 会計 政府調達・入札
技術審査委員会関係（平成31年度）（令和

元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 政府調達・入札 技術審査委員会関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 技術審査委員会関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2019年度 会計 政府調達・入札
仕様策定に関する技術資料（平成31年度）

（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する技術資料（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）
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2014年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

1999年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成11年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
1999年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成12年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2000年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成13年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成14年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2002年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成15年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院案内（平成16年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院案内（平成17年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院案内（平成18年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院案内（平成19年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院案内（平成20年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成21年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成22年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成23年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成24年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成25年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成26年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成27年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成28年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成29年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年7月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（平成30年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年7月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 広報
千葉大学医学部附属病院概要（令和元年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年7月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 広報 千葉大学医学部附属病院概要（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年6月1日 常用 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 広報 千葉大学医学部附属病院概要（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年6月1日 常用 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 広報 千葉大学病院ニュース第1号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年6月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 広報 千葉大学病院ニュース第2号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 広報 千葉大学病院ニュース第3号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年2月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 広報 千葉大学病院ニュース第4号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年6月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 広報 千葉大学病院ニュース第5号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 広報 千葉大学病院ニュース第6号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年2月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 広報 千葉大学病院ニュース第7号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年6月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 広報 千葉大学病院ニュース第8号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年10月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 広報 千葉大学病院ニュース第9号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年2月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 広報 病院ニュース第10号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年8月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 広報 病院ニュース第11号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年11月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 広報 病院ニュース第12号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年2月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 広報 病院ニュース第13号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年5月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 広報 病院ニュース第14号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年8月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 広報 病院ニュース第15号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年11月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 広報 病院ニュース第16号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年2月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 広報 病院ニュース第17号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年5月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 広報 病院ニュース第18号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年8月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 広報 病院ニュース第19号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年11月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 広報 病院ニュース第20号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年2月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 広報 病院ニュース第21号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年5月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 広報 病院ニュース第22号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年8月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 広報 病院ニュース第23号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年11月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 広報 病院ニュース第24号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年2月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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2011年度 管理運営 広報 病院ニュース第25号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年5月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 広報 病院ニュース第26号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年8月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 広報 病院ニュース第27号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年11月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 広報 病院ニュース第28号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年2月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 広報 病院ニュース第29号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年5月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 広報 病院ニュース第30号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年8月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 広報 病院ニュース第31号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年11月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 広報 病院ニュース第32号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年2月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 広報 病院ニュース第33号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年5月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 広報 病院ニュース第34号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年8月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 広報 病院ニュース第35号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年11月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 広報 病院ニュース第36号
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年2月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 広報 病院広報紙（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 広報 病院広報紙（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 広報 病院広報紙（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 広報 病院広報誌（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 広報 病院広報誌（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 広報 病院広報誌（令和1年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 広報 病院広報誌（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 広報 病院広報誌（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 広報 取材依頼関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 広報 ホームページ関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 広報 プレスリリース関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 広報 アンケート・調査等（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 広報 アンケート・調査等（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 広報 アンケート・調査等（令和1年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 広報 アンケート・調査等（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 広報 アンケート・調査等（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 広報 共催・後援（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 広報 共催・後援（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 広報 共催・後援（令和1年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 広報 共催・後援（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 広報 共催・後援（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 広報
文教ニュース・文教速報記事投稿（令和3年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 人事専門部会（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 人事専門部会（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 人事専門部会（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 人事専門部会（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 人事専門部会（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 人事専門部会（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 人事専門部会（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 毎月勤労統計調査票（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 毎月勤労統計調査票（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 毎月勤労統計調査票（令和元年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 毎月勤労統計調査票（令和２年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 毎月勤労統計調査票（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 雇用動向調査（令和元年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 雇用動向調査（令和２年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 雇用動向調査（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 病院報告（従事者票）（令和元年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 病院報告（従事者票）（令和２年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 病院報告（従事者票）（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議
感染症管理治療部⾧（准教授）候補者選考

委員会関係

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年12月1日 10年 2024年11月30日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
検査部臨床検査技士⾧候補者選考委員会関

係

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年2月1日 10年 2029年1月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議
リハビリテーション部療法士⾧候補者選考

委員会関係

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年3月1日 10年 2030年2月28日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議
リハビリテーション部療法士⾧候補者選考

委員会関係

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年6月1日 10年 2031年5月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 臨床工学技士⾧候補者選考委員会関係
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年7月1日 10年 2031年6月30日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成22年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成23年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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2014年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（令和元年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（令和２年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員録・人事記録 人事記録（非常勤職員）（令和３年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医））（平成

22年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医））（平成

23年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医））（平成

24年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医））（平成

25年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医））（平成

26年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医））（平成

27年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医））（平成

28年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医））（平成

29年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医））（平成

30年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医）（令和元

年度

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医）（令和2年

度

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員録・人事記録
人事記録（医員・医員（研修医）（令和3年

度

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1992年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成4年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1993年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成5年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1994年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成6年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1995年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成7年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1996年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成8年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1997年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成9年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1998年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成10年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1999年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成11年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2000年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成12年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2001年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成13年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2002年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成14年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2003年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成15年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成16年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成17年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成18年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成19年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成20年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成21年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成22年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成23年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成24年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成25年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成26年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成27年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成28年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成29年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（平

成30年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（令

和元年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（令

和2年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免
公の名称の付加（勤務命令含む）関係（令

和3年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免 非常勤職員の任免（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免 非常勤職員の任免（令和元年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免 非常勤職員の任免（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 非常勤職員の任免（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 人事 任免
医員・医員（研修医）の任免（平成24年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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2013年度 人事 任免
医員・医員（研修医）の任免（平成25年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 人事 任免
医員・医員（研修医）の任免（平成26年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免
医員・医員（研修医）の任免（平成27年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免
医員・医員（研修医）の任免（平成28年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免
医員・医員（研修医）の任免（平成29年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免
医員・医員（研修医）の任免（平成30年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免
医員・医員（研修医）の任免（令和元年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免 医員・医員（研修医）の任免（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 医員・医員（研修医）の任免（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 人事 任免 教員公募（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 人事 任免 教員公募（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 任免 教員公募（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 任免 教員公募（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免 教員公募（令和元年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免 教員公募（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免 教員公募（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 諸手当 扶養手当関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 諸手当 扶養手当関係（令和元年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 諸手当 扶養手当関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 諸手当 扶養手当関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 諸手当 通勤手当関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 諸手当 通勤手当関係（令和元年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 諸手当 通勤手当関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 諸手当 通勤手当関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 諸手当 住居手当関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 諸手当 住居手当関係（令和元年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 諸手当 住居手当関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 諸手当 住居手当関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 任免
医療技術職員（臨床検査技師、看護婦等）

の募集及び選考関係（令和元年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 任免
医療技術職員（臨床検査技師、看護婦等）

の募集及び選考関係（令和2年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 任免
医療技術職員（臨床検査技師、看護婦等）

の募集及び選考関係（令和3年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 表彰・名義使用 看護職員知事表彰関係（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 表彰・名義使用 看護職員知事表彰関係（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 表彰・名義使用 看護職員知事表彰関係（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 表彰・名義使用 看護職員知事表彰関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 表彰・名義使用 看護職員知事表彰関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 表彰・名義使用 看護職員知事表彰関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 表彰・名義使用 看護職員知事表彰関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 表彰・名義使用 看護職員知事表彰関係（令和元年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 表彰・名義使用 看護職員知事表彰関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 表彰・名義使用 看護職員知事表彰関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係 ⾧期療養報告（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況関係 ⾧期療養報告（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況関係 ⾧期療養報告（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 災害補償 労働者災害報告書・請求書（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 災害補償 労働者災害報告書・請求書（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 災害補償 労働者災害報告書・請求書（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 社会保障 雇用保険（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 社会保障 雇用保険（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 社会保障 雇用保険（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の研修 研修の実施（学外）（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の研修 研修の実施（学外）（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の研修 研修の実施（学外）（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の研修 研修の実施（学内）関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の研修 研修の実施（学内）関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の研修 研修の実施（学内）関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の研修 サバティカル研修（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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2020年度 人事 職員の研修 サバティカル研修（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の研修 サバティカル研修（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の研修 学外研修申請書（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の研修 学外研修申請書（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の研修 学外研修申請書（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 兼業許可申請（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の兼業 短期兼業関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の兼業 短期兼業関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の兼業 短期兼業関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 職場環境 安全衛生委員会（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 職場環境 安全衛生委員会（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職場環境 安全衛生委員会（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職場環境 安全衛生委員会（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職場環境 安全衛生委員会（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 職場環境 安全衛生関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 職場環境 安全衛生関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職場環境 安全衛生関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職場環境 安全衛生関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職場環境 安全衛生関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 職場環境 衛生管理者試験講習会（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 職場環境 衛生管理者試験講習会（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職場環境 衛生管理者試験講習会（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職場環境 衛生管理者試験講習会（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職場環境 衛生管理者試験講習会（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 職場環境 産業医の職場巡視（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 職場環境 産業医の職場巡視（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職場環境 産業医の職場巡視（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職場環境 産業医の職場巡視（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職場環境 産業医の職場巡視（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 職場環境 ハラスメント関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 職場環境 ハラスメント関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職場環境 ハラスメント関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職場環境 ハラスメント関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 職場環境 メンタルヘルス関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 職場環境 メンタルヘルス関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職場環境 メンタルヘルス関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職場環境 メンタルヘルス関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職場環境 メンタルヘルス関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 職場環境 産業保健スタッフ関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 職場環境 産業保健スタッフ関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職場環境 産業保健スタッフ関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職場環境 産業保健スタッフ関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職場環境 産業保健スタッフ関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 職場環境 針刺し・体液暴露報告書（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 職場環境 針刺し・体液暴露報告書（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職場環境 針刺し・体液暴露報告書（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職場環境 針刺し・体液暴露報告書（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職場環境 針刺し・体液暴露報告書（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 人事 勤務状況関係 出勤簿（平成29年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年1月1日 5年 2022年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況関係 出勤簿（平成30年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年1月1日 5年 2023年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況関係 出勤簿（平成31年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係 出勤簿（令和2年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況関係 出勤簿（令和3年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況関係 超過勤務命令簿（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況関係 超過勤務命令簿（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 人事 勤務状況関係 休暇簿（平成29年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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2017年度 人事 勤務状況関係 休暇簿（平成30年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況関係 休暇簿（平成31年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙及び電子 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係 休暇簿（令和2年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙及び電子 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況関係 休暇簿（令和3年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙及び電子 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況関係 休暇簿（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況関係 休暇簿（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係 休暇簿（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況関係 休暇簿（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況関係 休暇簿（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況関係 勤務時間割振表（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況関係 勤務時間割振表（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係 勤務時間割振表（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況関係 勤務時間割振表（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況関係 勤務時間割振表（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係 勤務時間報告書（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況関係 勤務時間報告書（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況関係 勤務時間報告書（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係
専門業務型裁量労働制勤務状況報告書（平

成31年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況関係
専門業務型裁量労働制勤務状況報告書（令

和2年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況関係
専門業務型裁量労働制勤務状況報告書（令

和3年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係 勤務日数証明（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況関係 勤務日数証明（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況関係 勤務日数証明（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 人事 勤務状況関係 休日の代休日の指定簿関係（平成29年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況関係 休日の代休日の指定簿関係（平成30年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況関係 休日の代休日の指定簿関係（平成31年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係 休日の代休日の指定簿関係（令和2年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 人事 勤務状況関係
週休日の振替及び半日勤務の割振り変更簿

（平成29年）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年1月1日 5年 2022年12月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況関係
週休日の振替及び半日勤務の割振り変更簿

（平成30年）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年1月1日 5年 2023年12月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況関係
週休日の振替及び半日勤務の割振り変更簿

（平成31年）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係
週休日の振替及び半日勤務の割振り変更簿

（令和２年）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年1月1日 5年 2024年12月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況関係
週休日の振替及び半日勤務の割振り変更簿

（令和３年）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年1月1日 5年 2025年12月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 勤務状況関係 宿日直関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 勤務状況関係 宿日直関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 勤務状況関係 宿日直関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 勤務状況関係 宿日直関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 勤務状況関係 宿日直関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 給与・退職手当 給与の事例報告（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 給与・退職手当 給与の事例報告（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 給与・退職手当 給与の事例報告（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 災害補償 休業損害証明書等（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 災害補償 休業損害証明書等（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 災害補償 休業損害証明書等（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 諸手当 診療時間外手術関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 諸手当 診療時間外手術関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 諸手当 診療時間外手術関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 諸手当 診療時間外手術関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 諸手当 診療時間外手術関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 諸手当 診療従事等調整手当関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 財形貯蓄 金融機関への提出書類（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 財形貯蓄 金融機関への提出書類（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 財形貯蓄 金融機関への提出書類（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 財形貯蓄 金融機関への提出書類（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 財形貯蓄 金融機関への提出書類（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係記録簿（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係記録簿（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係記録簿（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係記録簿（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係記録簿（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 職場環境向上委員会（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 職場環境向上委員会（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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2019年度 管理運営 会議 職場環境向上委員会（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 職場環境向上委員会（令和２年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 職場環境向上委員会（令和３年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 さつき保育園利用申請書（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 さつき保育園利用申請書（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 さつき保育園利用申請書（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 さつき保育園利用申請書（令和２年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 さつき保育園利用申請書（令和３年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 学童保育園関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 学童保育園関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 学童保育園関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 学童保育園関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 学童保育園関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 放射線業務従事者（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 放射線業務従事者（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 放射線業務従事者（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 放射線防護従事者（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 放射線防護従事者（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 ＲＩ教育訓練（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 ＲＩ教育訓練（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 ＲＩ教育訓練（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 ＲＩ教育訓練（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 ＲＩ教育訓練（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

1989年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成1年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1989年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

1990年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1990年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

1991年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1991年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

1992年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成4年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1992年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

1993年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成5年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1993年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

1994年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成6年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1994年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

1995年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成7年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1995年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

1996年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成8年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1996年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

1997年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成9年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1997年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

1998年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成10年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1998年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

1999年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成11年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
1999年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2000年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成12年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2000年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2001年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成13年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2002年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成14年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2002年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2003年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成15年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2004年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成16年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2005年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成17年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2006年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成18年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2007年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成19年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2008年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成20年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2009年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成21年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2010年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成22年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2011年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成23年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2012年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2013年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2014年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2015年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2016年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2017年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2018年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2019年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（令和元年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年5月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2020年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2021年度 研究協力 許認可 外部被爆線量測定報告書（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 書庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2012年度 医事 病院運営 裁判所鑑定人(平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 医事 病院運営 裁判所鑑定人（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 医事 病院運営 裁判所鑑定人（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 医事 病院運営 裁判所鑑定人（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 医事 病院運営 裁判所鑑定人（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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2017年度 医事 病院運営 裁判所鑑定人（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 医事 病院運営 裁判所鑑定人（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 病院運営 裁判所鑑定人（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 病院運営 裁判所鑑定人（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 病院運営 裁判所鑑定人（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 健康診断（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 健康診断（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 保健管理 健康診断 Ｂ型肝炎抗原・抗体検査（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 Ｂ型肝炎抗原・抗体検査（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 Ｂ型肝炎抗原・抗体検査（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 Ｂ型肝炎抗原・抗体検査（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 Ｂ型肝炎抗原・抗体検査（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 保健管理 健康診断 Ｂ型肝炎予防ワクチン接種（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 保健管理 健康診断 Ｂ型肝炎予防ワクチン接種（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 保健管理 健康診断 Ｂ型肝炎予防ワクチン接種（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 Ｂ型肝炎予防ワクチン接種（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 Ｂ型肝炎予防ワクチン接種（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 保健管理 健康診断
インフルエンザ等ワクチン接種（平成29年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 保健管理 健康診断
インフルエンザ等ワクチン接種（平成30年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 保健管理 健康診断
インフルエンザ等ワクチン接種（平成31年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 保健管理 健康診断
インフルエンザ等ワクチン接種（令和2年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 保健管理 健康診断
インフルエンザ等ワクチン接種（令和3年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 保健管理 健康診断
定期外健康診断（ＱＦＴ検査）（平成29年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 保健管理 健康診断
定期外健康診断（ＱＦＴ検査）（平成30年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 保健管理 健康診断
定期外健康診断（ＱＦＴ検査）（平成31年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 保健管理 健康診断
定期外健康診断（ＱＦＴ検査）（令和2年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 保健管理 健康診断
定期外健康診断（ＱＦＴ検査）（令和3年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断帳票・健康診断記録（平成22

年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2011年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断帳票・健康診断記録（平成23

年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2012年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断帳票・健康診断記録（平成24

年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2013年度 保健管理 健康診断
ＲＩ健康診断帳票・健康診断記録（平成25

年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2019年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 保健管理 健康診断 ＲＩ健康診断（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス感染症（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙及び電子 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理 新型コロナウイルス感染症（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙及び電子 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
移管

2019年度 医事 医療職員管理 受託実習関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 受託実習関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 受託実習関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理 病院研修関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 病院研修関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 病院研修関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理 臨床研修見学生（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 臨床研修見学生（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 臨床研修見学生（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成17年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2006年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成18年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2007年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成19年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2008年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成20年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2009年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成21年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2010年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成22年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2011年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成23年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2012年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2013年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2014年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2015年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2016年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2017年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

392



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2018年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2019年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 常用 未定 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2020年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2021年度 医事 医療職員管理 研修修了認定関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定

2004年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成16年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成17年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成18年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成19年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成20年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成21年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成22年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成23年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（令和２年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 臨床研修プログラム関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成16年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成17年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成18年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成19年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成20年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成21年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成22年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成23年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成24年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成25年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成26年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成27年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成28年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成29年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成30年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係(平成31年

度)

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係（令和2年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理
臨床研修病院申請書・報告書関係（令和3年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（平成21年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（平成22年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（平成23年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（平成25年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（平成26年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 倉庫

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 臨床研修管理委員会関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理
研修登録医受入れ許可申請書（平成31年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 研修登録医受入れ許可申請書（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 研修登録医受入れ許可申請書（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理 外国医師臨床修練（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 外国医師臨床修練（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 外国医師臨床修練（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理 看護師特定行為研修関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 看護師特定行為研修関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄
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2021年度 医事 医療職員管理 看護師特定行為研修関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理
看護師特定行為研修管理委員会関係（平成

31年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理
看護師特定行為研修管理委員会関係（令和2

年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理
看護師特定行為研修管理委員会関係（令和3

年度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部総務

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 経営戦略会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 経営戦略会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 経営戦略会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 経営戦略会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 会議 経営戦略会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 経営戦略会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 経営戦略会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 経営戦略会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 経営戦略会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 経営戦略会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議 マネージメントオフィサーチーム会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議 マネージメントオフィサーチーム会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議 マネージメントオフィサーチーム会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議 マネージメントオフィサーチーム会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 病院情報システム推進委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 病院情報システム推進委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 病院情報システム推進委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 病院情報システム推進委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 病院情報システム推進委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 情報セキュリティ対策会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 情報セキュリティ対策会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 情報セキュリティ対策会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 情報セキュリティ対策会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 情報セキュリティ対策会議
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 将来計画検討委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 再開発検討委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 将来計画・再開発検討委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 将来計画・再開発検討委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 将来計画・再開発検討委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 将来計画・再開発検討委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 重症系ユニット運営委員会
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2012年度 会計 予算 概算要求資料（平成25年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2013年度 会計 予算 概算要求資料（平成26年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2014年度 会計 予算 概算要求資料（平成27年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2015年度 会計 予算 概算要求資料（平成28年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2016年度 会計 予算 概算要求資料（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 概算要求資料（平成30年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 概算要求資料（平成31年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 概算要求資料（令和元年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 概算要求資料（令和2年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 概算要求資料（令和3年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 配分関係資料・予算配分書（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 配分関係資料・予算配分書（平成30年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 配分関係資料・予算配分書（平成31年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算 平成29年支出予算配当通知書
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算 平成30年支出予算配当通知書
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算 平成31年支出予算配当通知書
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 令和2年支出予算配当通知書
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 令和3年支出予算配当通知書
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 各種回答・感染管理関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 会計 予算
各種経費要求書及び附属資料（平成29年

度）

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2018年度 会計 予算
各種経費要求書及び附属資料（平成30年

度）

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2019年度 会計 予算
各種経費要求書及び附属資料（平成31年

度）

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2020年度 会計 予算 各種経費要求書及び附属資料（令和2年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2021年度 会計 予算 各種経費要求書及び附属資料（令和3年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2001年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成12年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2002年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成13年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄
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2003年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成14年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成15年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成16年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成17年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成18年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成19年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成20年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成21年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成22年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成23年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成24年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成25年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請
病院の開設承認事項の変更及び構造設備の

使用承認に係る文書（平成26年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請
病院の開設許可事項の変更及び構造設備の

使用許可に係る文書（平成27年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請
病院の開設許可事項の変更及び構造設備の

使用許可に係る文書（平成28年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請
病院の開設許可事項の変更及び構造設備の

使用許可に係る文書（平成29年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請
病院の開設許可事項の変更及び構造設備の

使用許可に係る文書（平成30年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請
病院の開設許可事項の変更及び構造設備の

使用許可に係る文書（平成31年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請
病院の開設許可事項の変更及び構造設備の

使用許可に係る文書（令和2年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請
病院の開設許可事項の変更及び構造設備の

使用許可に係る文書（令和3年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 ＮＩＣＵ・ＧＣＵ増床 厚生労働省協議
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請 構造設備の使用承認（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請 構造設備の使用承認（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 構造設備の使用承認（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 構造設備の使用承認（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 構造設備の使用承認（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 構造設備の使用承認（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請 構造設備の使用承認（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請 構造設備の使用承認（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請 診療用放射線装置の設置文書（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請 診療用放射線装置の設置文書（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 診療用放射線装置の設置文書（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 診療用放射線装置の設置文書（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 診療用放射線装置の設置文書（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 診療用放射線装置の設置文書（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請
診療用放射線装置の設置文書（平成10年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請
診療用放射線装置の設置文書（平成11年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請
診療用高エネルギー放射線発生装置の設置

（平成4年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請
診療用高エネルギー放射線発生装置の設置

（平成5年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請
診療用高エネルギー放射線発生装置の設置

（平成6年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請
診療用高エネルギー放射線発生装置の設置

（平成7年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請
診療用高エネルギー放射線発生装置の設置

（平成8年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請
診療用高エネルギー放射線発生装置の設置

（平成9年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請
診療用高エネルギー放射線発生装置の設置

（平成10年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請
診療用高エネルギー放射線発生装置の設置

（平成11年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請
診療用放射線同位元素の備え付け（平成4年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請
診療用放射線同位元素の備え付け（平成5年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請
診療用放射線同位元素の備え付け（平成6年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請
診療用放射線同位元素の備え付け（平成7年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請
診療用放射線同位元素の備え付け（平成8年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請
診療用放射線同位元素の備え付け（平成9年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請
診療用放射線同位元素の備え付け（平成10

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請
診療用放射線同位元素の備え付け（平成11

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄
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2017年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 各種研究助成金（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（平成24年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 全補助事業完了後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（平成25年

度）

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 全補助事業完了後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金
学術研究助成基金助成金関係（平成26年

度）

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 全補助事業完了後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 全補助事業完了後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 全補助事業完了後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 全補助事業完了後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 全補助事業完了後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 全補助事業完了後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 全補助事業完了後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費助成事業関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 全補助事業完了後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2012年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門関係（平成24年）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年6月1日 10年 2022年5月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2013年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門関係（平成25年）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2013年6月1日 10年 2023年5月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2014年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門関係（平成26年）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2015年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門関係（平成27年）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2016年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門関係（平成28年）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門関係（平成29年）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門関係（平成30年）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門関係（平成31年）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門関係（令和2年）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 寄附研究部門関係（令和3年）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 動物実験計画関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 動物実験計画関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 動物実験計画関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 動物実験計画関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 動物実験計画関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可 臨床研究保険関係（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可 臨床研究保険関係（平成25年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可 臨床研究保険関係（平成26年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可 臨床研究保険関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可 臨床研究保険関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 臨床研究保険関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 臨床研究保険関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 臨床研究保険関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 臨床研究保険関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 臨床研究保険関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託研究（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 共同研究（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金受入申請伺文書（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

1997年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成9年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄
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1998年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成10年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

1999年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成11年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2000年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成12年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2001年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成13年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2002年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成14年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2003年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成15年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2004年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成16年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2005年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成17年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2006年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成18年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2007年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成19年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2008年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成20年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2009年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成21年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2010年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成22年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2011年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成23年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2012年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成24年

度）

医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2013年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成25年

度）

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2014年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成26年

度）

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成27年

度）

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成28年

度）

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成29年

度）

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成30年

度）

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（平成31年

度）

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（令和2年

度）

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可
遺伝子治療臨床研究審査委員会（令和3年

度）

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

1998年度 研究協力 許認可 遺伝子治療臨床研究実施計画申請書
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2010年度 研究協力 許認可 遺伝子治療臨床研究実施計画申請書
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

1994年度 研究協力 許認可 遺伝子治療関係（平成6年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

1995年度 研究協力 許認可 遺伝子治療関係（平成7年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

1996年度 研究協力 許認可 遺伝子治療関係（平成8年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
未定 遺伝子治療等臨床研究の終了について報告された日から10年を経過した日未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2015年度 研究協力 許認可 特定認定再生医療等委員会（平成27年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 再生医療等の提供が終了した日から10年未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2016年度 研究協力 許認可 特定認定再生医療等委員会（平成28年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 再生医療等の提供が終了した日から10年未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 許認可 特定認定再生医療等委員会（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
未定 再生医療等の提供が終了した日から10年未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 許認可 特定認定再生医療等委員会（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 再生医療等の提供が終了した日から10年未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 許認可 特定認定再生医療等委員会（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 再生医療等の提供が終了した日から10年未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 許認可 特定認定再生医療等委員会（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 再生医療等の提供が終了した日から10年未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 許認可 特定認定再生医療等委員会（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
未定 再生医療等の提供が終了した日から10年未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係資料（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係資料（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係資料（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係資料（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 補助金関係資料（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 e-Rad関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 e-Rad関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 e-Rad関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 e-Rad関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 e-Rad関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 委員会関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 委員会関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 委員会関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 委員会関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 委員会関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成30年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（平成31年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（令和2年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 受託事業（令和3年度）
医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 共同事業（平成29年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 共同事業（平成30年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 共同事業（平成31年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 共同事業（令和2年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 共同事業（令和3年度）
医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部研究

推進課⾧
廃棄
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作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2010年度 管理運営 防災・危機管理 東日本大震災関連（平成22年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2011年3月11日 30年 2041年3月10日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 防災・危機管理 東日本大震災関連（平成23年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 日誌 警備業務日誌（平成31年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 日誌 警備業務日誌（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 日誌 警備業務日誌（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 日誌 清掃作業日報（平成31年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 日誌 清掃作業日報（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 日誌 清掃作業日報（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 日誌 駐車場整理業務日誌（平成31年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 日誌 駐車場整理業務日誌（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 日誌 駐車場整理業務日誌（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2001年度 会計 固定資産管理 国有財産副台帳
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2002年4月1日 常用 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（平成31年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 固定資産使用許可（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 固定資産管理 不動産貸付関係（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 固定資産管理 不動産貸付関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 固定資産管理 不動産貸付関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 固定資産管理 不動産貸付関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 固定資産管理 不動産貸付関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 固定資産管理 不動産貸付関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 固定資産管理 不動産貸付関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 固定資産管理 不動産貸付関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 宿舎 宿舎貸与申請書（平成31年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 宿舎 宿舎貸与申請書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 3年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 宿舎 宿舎貸与申請書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2013年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（平成31年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 施設 環境保全 廃棄物マニフェスト伝票（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 施設 環境保全 廃棄物に関する文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 施設 環境保全 廃棄物に関する文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 施設 環境保全 廃棄物に関する文書（平成31年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 施設 環境保全 廃棄物に関する文書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 施設 環境保全 廃棄物に関する文書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 情報資産管理 ICカード関係（平成31年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 情報資産管理 ICカード関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 情報資産管理 ICカード関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理 各種消防署提出等（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理 各種消防署提出等（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理 各種消防署提出等（平成31年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 各種消防署提出等（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理 各種消防署提出等（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 防災・危機管理
総合防災訓練の実施について（平成29年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 防災・危機管理
総合防災訓練の実施について（平成30年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 防災・危機管理
総合防災訓練の実施について（平成31年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理 総合防災訓練の実施について（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理 総合防災訓練の実施について（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出 賠償償還及払戻金振替伝票（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出 賠償償還及払戻金振替伝票（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出 賠償償還及払戻金振替伝票（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出 賠償償還及払戻金振替伝票（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄
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2018年度 会計 支出 賠償償還及払戻金振替伝票（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出 賠償償還及払戻金振替伝票（令和元年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 賠償償還及払戻金振替伝票（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 賠償償還及払戻金振替伝票（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 医学部旧ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 医学部旧ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出 諸謝金支出伺（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出 諸謝金支出伺（令和元年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 諸謝金支出伺（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 諸謝金支出伺（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出 諸謝金振替伝票（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 医学部旧ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出 諸謝金振替伝票（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 医学部旧ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出 諸謝金振替伝票（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出 諸謝金振替伝票（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出 諸謝金振替伝票（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出 諸謝金振替伝票（令和元年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 諸謝金振替伝票（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 諸謝金振替伝票（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出 旅費振替伝票（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 医学部旧ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出 旅費振替伝票（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 医学部旧ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出 旅費振替伝票（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出 旅費振替伝票（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出 旅費振替伝票（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出 旅費振替伝票（令和元年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出 旅費振替伝票（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 旅費振替伝票（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出
受託研究費等（旅費・諸謝金）振替伝票

（平成26年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 医学部旧ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出
受託研究費等（旅費・諸謝金）振替伝票

（平成27年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 医学部旧ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出
受託研究費等（旅費・諸謝金）振替伝票

（平成28年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出
受託研究費等（旅費・諸謝金）振替伝票

（平成29年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出
受託研究費等（旅費・諸謝金）振替伝票

（平成30年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出
受託研究費等（旅費・諸謝金）振替伝票

（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出
受託研究費等（旅費・諸謝金）振替伝票

（令和2年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出
受託研究費等（旅費・諸謝金）振替伝票

（令和3年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 補助金振替伝票（支出）（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 補助金振替伝票（支出）（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 補助金振替伝票（支出）（令和元年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 補助金振替伝票（支出）（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 補助金振替伝票（支出）（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金収支簿（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金収支簿（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金収支簿（令和元年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金収支簿（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 全研究期間終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 科学研究費補助金収支簿（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金 払出決議書（平成29年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 全研究期間終了後5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金 払出決議書（平成30年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 全研究期間終了後5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金 払出決議書（令和元年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 全研究期間終了後5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金 払出決議書（令和2年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 全研究期間終了後5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金
科学研究費補助金 払出決議書（令和3年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 全研究期間終了後5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 研究協力 研究用外部資金
奨学寄附金振替伝票（支出）（平成29年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 研究協力 研究用外部資金
奨学寄附金振替伝票（支出）（平成30年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 研究協力 研究用外部資金
奨学寄附金振替伝票（支出）（令和元年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金振替伝票（支出）（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 研究協力 研究用外部資金 奨学寄附金振替伝票（支出）（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する決裁文書（平成24年）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）
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2013年度 会計 政府調達・入札 仕様策定に関する決裁文書（平成25年）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 政府調達・入札
特定調達契約に係る一般競争等に関する記

録票（平成30年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2019年度 会計 政府調達・入札
特定調達契約に係る一般競争等に関する記

録票（平成31年度）（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 政府調達・入札
特定調達契約に係る一般競争等に関する記

録票（令和2年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札
特定調達契約に係る一般競争等に関する記

録票（令和3年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 政府調達・入札
政府調達に係る調査・統計に関する決裁文

書（平成24年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 政府調達・入札
政府調達に係る調査・統計に関する決裁文

書（平成25年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 政府調達・入札
政府調達に係る調査・統計に関する決裁文

書（平成26年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 政府調達・入札
政府調達に係る調査・統計に関する決裁文

書（平成27年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 政府調達・入札
政府調達に係る調査・統計に関する決裁文

書（平成28年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 政府調達・入札
政府調達に係る調査・統計に関する決裁文

書（平成29年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 政府調達・入札
政府調達に係る調査・統計に関する決裁文

書（平成30年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2019年度 会計 政府調達・入札
政府調達に係る調査・統計に関する決裁文

書（平成31年度）（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 政府調達・入札
政府調達に係る調査・統計に関する決裁文

書（令和2年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札
政府調達に係る調査・統計に関する決裁文

書（令和3年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係調達文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係調達文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係調達文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係調達文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係調達文書（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）
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2017年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係調達文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係調達文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2019年度 会計 政府調達・入札
政府調達関係調達文書（平成31年度）（令

和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係調達文書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係調達文書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係提出文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2012年度 管理運営 調査統計 入院・外来稼動状況（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 入院・外来稼動状況（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 入院・外来稼動状況（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 入院・外来稼動状況（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 入院・外来稼動状況（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 入院・外来稼動状況（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 入院・外来稼動状況（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計
入院・外来稼動状況（平成31（令和元）年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 入院・外来稼動状況（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 入院・外来稼動状況（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 会議
医事課⾧会議（関東甲信越地区）（平成24

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 会議
医事課⾧会議（関東甲信越地区）（平成25

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 会議
医事課⾧会議（関東甲信越地区）（平成26

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 会議
医事課⾧会議（関東甲信越地区）（平成27

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルスワクチン接種予防接種

関係綴（令和2年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
移管

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルスワクチン接種予防接種

関係綴（令和3年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
移管

2018年度 医事 医療機関申請
関東信越厚生局及び千葉県による社会保険

医療担当者の個別指導（医科）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請
身体障害者福祉法指定医申請（平成24年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請
身体障害者福祉法指定医申請（平成25年

度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請
身体障害者福祉法指定医申請（平成26年

度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請
身体障害者福祉法指定医申請（平成27年

度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請
身体障害者福祉法指定医申請（平成28年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請
身体障害者福祉法指定医申請（平成29年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 指定医申請（平成31/令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 指定医申請（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 指定医申請（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請
自立支援医療機関・指定医申請(平成24年

度)

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請
自立支援医療機関・指定医申請(平成25年

度)

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請
自立支援医療機関・指定医申請(平成26年

度)

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請
自立支援医療機関・指定医申請(平成28年

度)

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請
自立支援医療機関・指定医申請(平成30年

度)

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請
自立支援医療機関・指定医申請（平成31/令

和元年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請
自立支援医療機関・指定医申請（令和2年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請
自立支援医療機関・指定医申請（令和3年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援 事業主補償に基づく文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援 事業主補償に基づく文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 患者支援 事業主補償に基づく文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援 労災請求内容の照会（平成31/令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 労災請求内容の照会（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 労災請求内容の照会（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）
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2019年度 会計 政府調達・入札
政府調達関係技術仕様書（平成31年度）

（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 政府調達・入札 政府調達関係技術仕様書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（平成31年度）

（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約 契約伺に関する決裁文書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 契約 予定価格に関する決裁文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 契約 予定価格に関する決裁文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 契約 予定価格に関する決裁文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 契約 予定価格に関する決裁文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 契約 予定価格に関する決裁文書（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 契約 予定価格に関する決裁文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 契約 予定価格に関する決裁文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）
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保存期間

満了時の

措置

備考

2019年度 会計 契約
予定価格に関する決裁文書（平成31年度）

（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 契約 予定価格に関する決裁文書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約 予定価格に関する決裁文書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 契約 開札結果に関する決裁文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 契約 開札結果に関する決裁文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 契約 開札結果に関する決裁文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 契約 開札結果に関する決裁文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 契約 開札結果に関する決裁文書（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 契約 開札結果に関する決裁文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 契約 開札結果に関する決裁文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2019年度 会計 契約
開札結果に関する決裁文書（平成31年度）

（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 契約 開札結果に関する決裁文書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約 開札結果に関する決裁文書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 契約 契約に関する仕様書（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 契約 契約に関する仕様書（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 契約 契約に関する仕様書（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 契約 契約に関する仕様書（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 契約 契約に関する仕様書（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 契約 契約に関する仕様書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 契約 契約に関する仕様書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）
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2019年度 会計 契約
契約に関する仕様書（平成31年度）（令和

元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 契約 契約に関する仕様書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約 契約に関する仕様書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 契約 検査等に関する決裁文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 契約 検査等に関する決裁文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 契約 検査等に関する決裁文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 契約 検査等に関する決裁文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 契約 検査等に関する決裁文書（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 契約 検査等に関する決裁文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 契約 検査等に関する決裁文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2019年度 会計 契約
検査等に関する決裁文書（平成31年度）

（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 契約 検査等に関する決裁文書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約 検査等に関する決裁文書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 契約 奨学寄附金契約伺文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 契約 奨学寄附金契約伺文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 契約 奨学寄附金契約伺文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 契約 奨学寄附金契約伺文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 契約 奨学寄附金契約伺文書（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 契約 奨学寄附金契約伺文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 契約 奨学寄附金契約伺文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）
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法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2019年度 会計 契約
奨学寄附金契約伺文書（平成31年度）（令

和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 契約 奨学寄附金契約伺文書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約 奨学寄附金契約伺文書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る予定価格調書（平成

24年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る予定価格調書（平成

25年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る予定価格調書（平成

26年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る予定価格調書（平成

27年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る予定価格調書（平成

28年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る予定価格調書（平成

29年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る予定価格調書（平成

30年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2019年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る予定価格調書（平成

31年度）（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る予定価格調書（令和2

年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る予定価格調書（令和3

年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る開札結果（平成24年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る開札結果（平成25年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る開札結果（平成26年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る開札結果（平成27年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る開札結果（平成28年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る開札結果（平成29年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る開札結果（平成30年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）
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法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2019年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る開札結果（平成31年

度）（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る開札結果（令和2年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
奨学寄附金契約に係る開札結果（令和3年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 支出 受託研究費等支出決議書（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 支出 受託研究費等支出決議書（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 支出 受託研究費等支出決議書（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 支出 受託研究費等支出決議書（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 支出 受託研究費等支出決議書（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 支出 受託研究費等支出決議書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 支出 受託研究費等支出決議書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2019年度 会計 支出
受託研究費等支出決議書（平成31年度）

（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 支出 受託研究費等支出決議書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 受託研究費等支出決議書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 支出 支出決議書（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 支出 支出決議書（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 支出 支出決議書（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 支出 支出決議書（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2024年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2016年度 会計 支出 支出決議書（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2025年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2017年度 会計 支出 支出決議書（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2026年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2018年度 会計 支出 支出決議書（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2027年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）
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2019年度 会計 支出 支出決議書（平成31年度）（令和元年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙

外来ホール棟B2F

倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2028年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2020年度 会計 支出 支出決議書（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出 支出決議書（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2012年度 会計 物品管理 物品寄贈受入承認伺（平成24年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 母子棟1F倉庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2021年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2013年度 会計 物品管理 物品寄贈受入承認伺（平成25年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2022年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2014年度 会計 物品管理 物品寄贈受入承認伺（平成26年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

当初の保存期間満了日：2023年3月31日

延⾧期間：2年

延⾧理由：臨床試験部からの要望（臨床研

究法により、特定臨床研究が終了後、5年間

保存義務がある。締結後10年保管していれ

ば問題ないと臨床試験部にて判断されたた

め延⾧）

2015年度 会計 物品管理 物品寄贈受入承認伺（平成27年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 物品管理 物品寄贈受入承認伺（平成28年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 物品管理 物品寄贈受入承認伺（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 物品管理 物品寄贈受入承認伺（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 物品管理
物品寄贈受入承認伺（平成31年度）（令和

元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 物品管理 物品寄贈受入承認伺（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 物品管理 物品寄贈受入承認伺（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2002年度 会計 物品管理 物品使用貸借契約関係書類
医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2002年度 会計 物品管理 物品管理簿（甲）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2002年度 会計 物品管理 物品供用簿（甲）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2002年度 会計 物品管理 物品出納簿（甲）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2002年度 会計 物品管理 物品使用簿
医学部附属病院事務部管理

課⾧
未定 完結後5年 未定 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 日誌 ＳＰＤ業務日報・月報（令和元年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 日誌 ＳＰＤ業務日報・月報（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 日誌 ＳＰＤ業務日報・月報（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医薬品外）（平

成26年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医薬品外）（平

成27年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医薬品外）（平

成28年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医薬品外）（平

成29年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医薬品外）（平

成30年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医薬品外）（令

和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医薬品外）（令

和2年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約伺に関する決裁文書（医薬品外）（令

和3年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
予定価格に関する決裁文書（医薬品外）

（平成26年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
予定価格に関する決裁文書（医薬品外）

（平成27年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
予定価格に関する決裁文書（医薬品外）

（平成28年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
予定価格に関する決裁文書（医薬品外）

（平成29年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
予定価格に関する決裁文書（医薬品外）

（平成30年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
予定価格に関する決裁文書（医薬品外）

（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
予定価格に関する決裁文書（医薬品外）

（令和2年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
予定価格に関する決裁文書（医薬品外）

（令和3年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
開札結果に関する決裁文書（医薬品外）

（平成26年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
開札結果に関する決裁文書（医薬品外）

（平成27年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
開札結果に関する決裁文書（医薬品外）

（平成28年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
開札結果に関する決裁文書（医薬品外）

（平成29年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
開札結果に関する決裁文書（医薬品外）

（平成30年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
開札結果に関する決裁文書（医薬品外）

（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
開札結果に関する決裁文書（医薬品外）

（令和2年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
開札結果に関する決裁文書（医薬品外）

（令和3年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
契約に関する仕様書（医薬品外）（平成26

年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
契約に関する仕様書（医薬品外）（平成27

年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
契約に関する仕様書（医薬品外）（平成28

年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
契約に関する仕様書（医薬品外）（平成29

年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
契約に関する仕様書（医薬品外）（平成30

年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
契約に関する仕様書（医薬品外）（令和元

年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄
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2020年度 会計 契約
契約に関する仕様書（医薬品外）（令和2年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
契約に関する仕様書（医薬品外）（令和3年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 契約
検査等に関する決裁文書（医薬品外）（平

成26年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 契約
検査等に関する決裁文書（医薬品外）（平

成27年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 契約
検査等に関する決裁文書（医薬品外）（平

成28年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 契約
検査等に関する決裁文書（医薬品外）（平

成29年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 契約
検査等に関する決裁文書（医薬品外）（平

成30年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 契約
検査等に関する決裁文書（医薬品外）（令

和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 契約
検査等に関する決裁文書（医薬品外）（令

和2年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 契約
検査等に関する決裁文書（医薬品外）（令

和3年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2014年度 会計 支出
購入振替伝票・支出契約決議書（医薬品

外）（平成26年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2015年度 会計 支出
購入振替伝票・支出契約決議書（医薬品

外）（平成27年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2016年度 会計 支出
購入振替伝票・支出契約決議書（医薬品

外）（平成28年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 ボイラー室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 会計 支出
購入振替伝票・支出契約決議書（医薬品

外）（平成29年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 会計 支出
購入振替伝票・支出契約決議書（医薬品

外）（平成30年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 会計 支出
購入振替伝票・支出契約決議書（医薬品

外）（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 会計 支出
購入振替伝票・支出契約決議書（医薬品

外）（令和2年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 会計 支出
購入振替伝票・支出契約決議書（医薬品

外）（令和3年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 薬事委員会関係資料（平成29年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 薬事委員会関係資料（平成30年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 薬事委員会関係資料（令和元年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 薬事委員会関係資料（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 薬事委員会関係資料（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議
医療材料の選定に関する会議資料（平成29

年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
医療材料の選定に関する会議資料（平成30

年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議
医療材料の選定に関する会議資料（令和元

年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議
医療材料の選定に関する会議資料（令和2年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議
医療材料の選定に関する会議資料（令和3年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議
医療機器安全管理委員会に関する会議資料

（平成29年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
医療機器安全管理委員会に関する会議資料

（平成30年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議
医療機器安全管理委員会に関する会議資料

（令和元年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議
医療機器安全管理委員会に関する会議資料

（令和2年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議
医療機器安全管理委員会に関する会議資料

（令和3年度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療職員管理 医療用麻薬の事故・廃棄届（令和元年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 医療用麻薬の事故・廃棄届（令和2年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 Ｂ1Ｆ書庫

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理 医療用麻薬の事故・廃棄届（令和3年度）
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療職員管理 覚せい剤施用機関の管理者報告
医学部附属病院事務部管理

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療職員管理
覚せい剤施用機関の管理者報告（令和3年

度）

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 防災・危機管理
新型コロナウイルス感染症ワクチン分配業

務

医学部附属病院事務部管理

課⾧
2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部管理

課⾧
移管

2000年度 医事 医療機関申請
結核予防法第36条に基づく指定に係る文書

（平成16年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2000年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2001年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2002年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2003年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成16年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成17年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成18年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成19年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成20年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成21年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成22年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成23年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄
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2013年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る届出（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請
医療観察法 指定通院医療機関等の施設基

準に係る届出

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請 基準看護に係る届出（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請 基準看護に係る届出（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 基準看護に係る届出（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 基準看護に係る届出（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 新看護に係る届出（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 新看護に係る届出（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請 新看護に係る届出（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 施設基準に係る適時調査（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1992年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成4

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1993年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成5

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1994年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成6

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1995年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成7

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1996年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成8

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1997年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成9

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1998年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

10年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1999年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

11年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2000年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

12年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2001年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

13年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2002年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

14年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2003年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

15年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2004年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

16年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2005年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

17年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2006年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

18年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2007年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

19年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2008年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

20年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2009年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

21年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2010年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

22年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2011年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

23年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

24年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

25年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 病院運営
特別の療養環境の提供に関する届出（平成

26年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議
医事課所掌の院内各種委員会文書（平成29

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
医事課所掌の院内各種委員会文書（平成30

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議
医事課所掌の院内各種委員会文書（平成31

（令和元）年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議
医事課所掌の院内各種委員会文書（令和2年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議
医事課所掌の院内各種委員会文書（令和3年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2000年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2001年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2002年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

2003年度 医事 医療機関申請 開設事項の変更申請（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部経営

企画課⾧
廃棄

1992年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1993年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1994年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1995年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1996年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1997年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1998年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1999年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2000年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2001年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2002年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄
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2003年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2004年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成16年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2005年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成17年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2006年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成18年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2007年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成19年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2008年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成20年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2009年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成21年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2010年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成22年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2011年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成23年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（平成31（令和元）年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 学内規程 諸料金規定（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 診療費用請求額（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 診療費用請求額（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 診療費用請求額（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 診療費用請求額（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 診療費用請求額（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 診療費用請求額（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 診療費用請求額（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 診療費用請求額（平成31（令和元）年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 診療費用請求額（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 診療費用請求額（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 労災請求内容等の照会（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援
厚生労働省補償に基づく文書（平成24年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援
厚生労働省補償に基づく文書（平成25年

度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 患者支援
厚生労働省補償に基づく文書（平成26年

度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 患者支援 公務災害・公害債権（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 患者支援 公務災害・公害債権（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援 公務災害・公害債権（平成31/令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 公務災害・公害債権（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 公務災害・公害債権（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 患者支援 主治医意見書料債権（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 患者支援 主治医意見書料債権（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援 主治医意見書料債権（平成31/令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 主治医意見書料債権（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 主治医意見書料債権（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月1日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 患者支援
東京都心身障害者医療費債権（平成29年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 患者支援
東京都心身障害者医療費債権（平成30年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援
東京都心身障害者医療費債権債権（平成31/

令和元年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援
東京都心身障害者医療費債権債権（令和2年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援
東京都心身障害者医療費債権債権（令和3年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援 母子保険法に基づく文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援 母子保険法に基づく文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 患者支援 母子保険法に基づく文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 患者支援 母子保険法に基づく文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 患者支援 母子保険法に基づく文書（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 患者支援 母子保険法に基づく文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 患者支援 母子保険法に基づく文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援
母子保険法に基づく文書（平成31/令和元年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 母子保険法に基づく文書（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 母子保険法に基づく文書（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援
特定疾患医療費助成制度に基づく診療契約

（平成24年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援
特定疾患医療費助成制度に基づく診療契約

（平成25年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 患者支援
特定疾患医療費助成制度に基づく診療契約

（平成26年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄
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2012年度 医事 患者支援
小児慢性疾患医療費助成制度に基づく診療

契約（平成24年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援
小児慢性疾患医療費助成制度に基づく診療

契約（平成25年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 患者支援
小児慢性疾患医療費助成制度に基づく診療

契約（平成26年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援
原子爆弾被爆者援護法に基づく診療契約

（平成24年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援
原子爆弾被爆者援護法に基づく診療契約

（平成25年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 患者支援
原子爆弾被爆者援護法に基づく診療契約

（平成26年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援
生活保護法に基づく診療契約（平成24年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援
生活保護法に基づく診療契約（平成25年

度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 患者支援
生活保護法に基づく診療契約（平成26年

度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 患者支援 生保医療券（入院・平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 患者支援 生保医療券（入院・平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援 生保医療券（入院・平成31/令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 生保医療券（入院・令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 生保医療券（入院・令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援
地方自治体の助成制度に基づく診療契約

（平成24年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援
地方自治体の助成制度に基づく診療契約

（平成25年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 患者支援
地方自治体の助成制度に基づく診療契約

（平成26年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 患者支援
地方自治体の助成制度に基づく診療契約

（平成27年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 患者支援
地方自治体の助成制度に基づく診療契約

（平成28年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 患者支援
地方自治体の助成制度に基づく診療契約

（平成29年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 患者支援
地方自治体の助成制度に基づく診療契約

（平成30年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援
地方自治体の助成制度に基づく診療契約

（平成31/令和元年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援
地方自治体の助成制度に基づく診療契約

（令和2年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援
地方自治体の助成制度に基づく診療契約

（令和3年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 診療申込書（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 受診票（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 会計 収入 債権管理簿（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 会計 収入 債権管理簿（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 債権管理簿（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 債権管理簿（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 債権管理簿（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 債権管理簿（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 債権管理簿（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 債権管理簿（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 債権管理簿（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 債権管理簿（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 会計 収入 徴収整理簿（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 会計 収入 徴収整理簿（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 徴収整理簿（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 徴収整理簿（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 徴収整理簿（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 徴収整理簿（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 徴収整理簿（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 徴収整理簿（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 徴収整理簿（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 徴収整理簿（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 現金出納簿（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 現金出納簿（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 現金出納簿（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 現金出納簿（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 現金出納簿（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 現金出納簿（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 現金出納簿（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 現金出納簿（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 現金振払込通知書（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 現金振払込通知書（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 現金振払込通知書（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 現金振払込通知書（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 現金振払込通知書（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入
債権発生通知書及び調査確認書及び歳入調

定並診療報酬請求書発布伺（平成29年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

411



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2018年度 会計 収入
債権発生通知書及び調査確認書及び歳入調

定並診療報酬請求書発布伺（平成30年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入
債権発生通知書及び調査確認書及び歳入調

定並診療報酬請求書発布伺（令和元年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入
債権発生通知書及び調査確認書及び歳入調

定並診療報酬請求書発布伺（令和2年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入
債権発生通知書及び調査確認書及び歳入調

定並診療報酬請求書発布伺（令和3年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入
出納員別病院収入金日計表入外別合計（平

成29年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入
出納員別病院収入金日計表入外別合計（平

成30年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入
出納員別病院収入金日計表入外別合計（令

和元年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入
出納員別病院収入金日計表入外別合計（令

和2年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入
出納員別病院収入金日計表入外別合計（令

和3年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 会計 収入 振替伝票（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 8年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 会計 収入 振替伝票（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 8年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 会計 収入 振替伝票（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 8年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 会計 収入 振替伝票（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 8年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 会計 収入 振替伝票（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 8年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 会計 収入 振替伝票（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 8年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 会計 収入 振替伝票（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 8年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 会計 収入 振替伝票（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 8年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 患者支援
診療報酬請求額に関する文書（平成29年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 患者支援
診療報酬請求額に関する文書（平成30年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援
診療報酬請求額に関する文書（令和元年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 診療報酬請求額に関する文書（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 診療報酬請求額に関する文書（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 患者支援 再審査請求書（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 患者支援 再審査請求書（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援 再審査請求書（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 再審査請求書（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 再審査請求書（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援 保険者からの照会等（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 保険者からの照会等（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 保険者からの照会等（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請
DPC導入の影響評価に係わる調査（平成27

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請
DPC導入の影響評価に係わる調査（平成28

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請
DPC導入の影響評価に係わる調査（平成29

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請
DPC導入の影響評価に係わる調査（平成30

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請
DPC導入の影響評価に係わる調査（令和元

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請
DPC導入の影響評価に係わる調査（令和2年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請
DPC導入の影響評価に係わる調査（令和3年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2000年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成12年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2001年8月1日 30年 2031年7月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2001年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成13年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2002年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成14年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2003年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成15年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2004年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成16年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2005年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成17年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2006年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成18年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2007年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成19年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2008年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成20年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2009年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成21年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2010年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成22年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2011年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成23年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成24年度）
医学部附属病院事務部総務

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 保管庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援 臓器移植関係（平成31/令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 臓器移植関係（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 臓器移植関係（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄
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2020年度 医事 患者支援
新型コロナウイルス感染症PCR検査に係る

契約関連（令和2年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
移管

自動更新契約のため令和3年度に新たに文書

は発生していない

1992年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1993年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1994年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1995年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1996年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1997年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1998年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

1999年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2000年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2001年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2002年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2003年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2004年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成16年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2005年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成17年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2006年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成18年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2007年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成19年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2008年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成20年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2009年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成21年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2010年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成22年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2011年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成23年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 病院運営 医療訴訟に関する文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 病院運営 医療訴訟（平成28年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 病院運営 医療訴訟（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 病院運営 医療訴訟（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 病院運営 医療訴訟（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 病院運営 医療訴訟（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 病院運営 医療訴訟（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 病院運営 医療事故に関する文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 病院運営 医療事故に関する文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 病院運営 医療事故に関する文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 病院運営 医療事故に関する文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 病院運営 医療事故（平成28年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 病院運営 医療事故（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 病院運営 医療事故（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 病院運営 医療事故（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 病院運営 医療事故（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 病院運営 医療事故（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 病院運営 医事紛争に関する文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 病院運営 医事紛争に関する文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 病院運営 医事紛争に関する文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 病院運営 医事紛争に関する文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 病院運営 医事紛争に関する文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄
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2018年度 医事 病院運営 医事紛争に関する文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 病院運営 医事紛争に関する文書（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 病院運営 医事紛争に関する文書（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 病院運営 医事紛争に関する文書（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 診療録 捜査関係照会事項（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 診療録 捜査関係照会事項（平成25年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 診療録 捜査関係照会事項（平成26年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 診療録 捜査関係照会事項（平成27年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 診療録 捜査関係照会事項（平成28年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 診療録 捜査関係照会事項（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 診療録 捜査関係照会事項（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 診療録 捜査関係照会事項（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 診療録 捜査関係照会事項（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 診療録 捜査関係照会事項（令和3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 感染症に関する届出（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請 感染症に関する届出（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 感染症に関する届出（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 感染症に関する届出（平成27年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 感染症に関する届出（平成28年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 感染症に関する届出（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 感染症に関する届出（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 感染症に関する届出（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 感染症に関する届出（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 感染症に関する届出（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請
新型コロナウイルス感染症に関する届出

（令和元年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
移管

2020年度 医事 医療機関申請
新型コロナウイルス感染症に関する届出

（令和2年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
移管

2021年度 医事 医療機関申請
新型コロナウイルス感染症に関する届出

（令和3年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
移管

2017年度 管理運営 会議 医療の質・安全管理委員会（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 医療の質・安全管理委員会（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 医療の質・安全管理委員会（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 医療の質・安全管理委員会（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 医療の質・安全管理委員会（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 感染管理委員会（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 感染管理委員会（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 感染管理委員会（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 感染管理委員会（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 感染管理委員会（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 事例検討委員会（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 事例検討委員会（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 事例検討委員会（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 事例検討委員会（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 事例検討委員会（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 臨床倫理審査委員会（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 臨床倫理審査委員会（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 臨床倫理審査委員会（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 臨床倫理審査委員会（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 臨床倫理審査委員会（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 リスクマネジメント会議（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 リスクマネジメント会議（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 リスクマネジメント会議（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 リスクマネジメント会議（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 リスクマネジメント会議（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議
リスクマネーシャー連絡会議（平成29年

度）

医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
リスクマネーシャー連絡会議（平成30年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議
リスクマネーシャー連絡会議（令和元年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議
リスクマネーシャー連絡会議（令和２年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 リスクマネージャー連絡会議（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 コアメンバー会議（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄
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2018年度 管理運営 会議 コアメンバー会議（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 コアメンバー会議（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 コアメンバー会議（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 コアメンバー会議（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議
ＩＣＴ会議・ＩＣＴリンクドクター・ス

タッフ会議（平成29年度）

医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議
ＩＣＴ会議・ＩＣＴリンクドクター・ス

タッフ会議（平成30年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議
ＩＣＴ会議・ＩＣＴリンクドクター・ス

タッフ会議（令和元年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議
ＩＣＴ会議・ＩＣＴリンクスタッフ会議

（令和２年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議
ＩＣＴ会議・ＩＣＴリンクスタッフ会議

（令和３年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 医療の質向上本部会議（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 医療の質向上本部会議（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 医療の質向上本部会議（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 医療の質向上本部会議（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 業務標準化委員会（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 業務標準化委員会（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 医療放射線安全管理委員会（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 医療放射線安全管理委員会（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 ケース研究会（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 ケース研究会（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 ケース研究会（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 ケース研究会（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 ケース研究会（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 院外会議・医療安全協議会（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 院外会議・医療安全協議会（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 院外会議・医療安全協議会（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 院外会議・医療安全協議会（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 院外会議・医療安全協議会（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 院外会議・感染対策協議会（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 院外会議・感染対策協議会（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 院外会議・感染対策協議会（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 院外会議・感染対策協議会（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 院外会議・感染対策協議会（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 その他会議
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 その他会議（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 その他会議（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 その他会議（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 通知通達
新型インフルエンザ等対策特別措置法（平

成26年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 通知通達 HIV・エボラ・デング熱（平成27年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 通知通達
新型インフルエンザ・中東呼吸器症候群・

MERS（平成27年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 通知通達 法令通知（平成28年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 通知通達 法令通知（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 通知通達 法令通知（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 通知通達 法令通知（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 通知通達 法令通知（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 通知通達 法令通知（令和3年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の研修 医療事故防止セミナー（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の研修 医療事故防止セミナー（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の研修 医療事故防止セミナー（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の研修 新規採用者ガイダンス（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の研修 新規採用者ガイダンス（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の研修 新規採用者ガイダンス（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 人事 職員の研修 その他の研修（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 人事 職員の研修 その他の研修（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 人事 職員の研修 その他の研修（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 立入検査・医療安全関係（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

415
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2013年度 医事 医療機関申請 立入検査・医療安全関係（平成25年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 立入検査・医療安全関係（平成26年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 立入検査・医療安全関係（平成27年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請
医療安全・質向上のための相互チェック

（平成25年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請
医療安全・質向上のための相互チェック

（平成26年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請
感染防止対策加算・協議会相互チェック

（平成24年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請
感染防止対策加算・感染対策協議会相互

チェック（平成25年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請
感染防止対策加算相互チェック（平成26年

度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請
感染防止対策加算・感染対策協議会相互

チェック（平成27年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請
立入検査 医療安全課所掌分（平成28年

度）

医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請
立入検査 感染防止対策地域連携加算1相互

チェック・加算2カンファレンス（平成28年

度）

医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請
立入検査 感染防止対策地域連携加算1相互

チェック・加算2カンファレンス（平成29年

度）

医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請
感染防止対策地域連携加算1相互チェック・

加算2カンファレンス（平成30年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請
感染防止対策地域連携加算1相互チェック・

加算2カンファレンス（令和元年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請
感染防止対策地域連携加算1相互チェック・

加算2カンファレンス（令和２年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請
感染防止対策地域連携加算1相互チェック・

加算2カンファレンス（令和３年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 医療事故情報の報告（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請 医療事故情報の報告（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 医療事故情報の報告（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 医療事故情報の報告（平成27年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 医療機関報告関係（平成28年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 医療機関報告関係（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

安全課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 医療機関報告関係（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 医療機関報告関係（令和元年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 医療機関報告関係（令和２年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 医療機関報告関係（令和３年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医事

課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 医療保護法関係文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請 医療保護法関係文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 医療保護法関係文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 医療保護法関係文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 医療保護法関係文書（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 医療保護法関係文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日

電子：共有

サーバー内
事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請
精神保険及び精神障害者福祉指定医申請文

書（平成24年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請
精神保険及び精神障害者福祉指定医申請文

書（平成25年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請
精神保険及び精神障害者福祉指定医申請文

書（平成26年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援
精神保険及び精神障害者福祉に関する文書

（平成24年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援
精神保険及び精神障害者福祉に関する文書

（平成25年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 患者支援
精神保険及び精神障害者福祉に関する文書

（平成26年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 医事 患者支援
精神保険及び精神障害者福祉に関する文書

（平成27年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 診療録 診療情報開示受付簿（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 医事 診療録 診療情報開示受付簿（平成30年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 医事 診療録 診療情報開示受付簿（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 診療録 診療情報開示受付簿（令和2年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 診療録 診療情報開示受付簿（令和3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2000年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2001年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2002年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2003年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成28年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄
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2019年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（令和2年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 開設者の変更（令和3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1992年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1993年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1994年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1995年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1996年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1997年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1998年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1999年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2000年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2001年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2002年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2003年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2004年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成16年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2005年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成17年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2006年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成18年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2007年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成19年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2008年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成20年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2009年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成21年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2010年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成22年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2011年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成23年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービ課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（令和２元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービ課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 患者支援 不在者投票に関する文書（令和３年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 病院立入検査（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請 病院立入検査（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 病院立入検査（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 病院立入検査（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 病院立入検査（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 病院立入検査（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 病院立入検査（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 病院立入検査（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 病院立入検査（令和2年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 病院立入検査（令和3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 精神病院実地指導（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請 精神病院実地指導（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 精神病院実地指導（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 精神病院実地指導（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 精神病院実地指導（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 精神病院実地指導（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 精神病院実地指導（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 精神病院実地指導（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 精神病院実地指導（令和2年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 精神病院実地指導（令和3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 病床機能報告（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 病床機能報告（平成30年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 病床機能報告（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 病床機能報告（令和2年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 病床機能報告（令和3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄
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1998年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2000年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2001年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2002年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2003年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成16年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成17年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成18年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成19年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成20年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成21年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成22年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成23年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（令和2年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 特定機能病院業務報告（令和3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2000年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2001年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2002年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2003年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成16年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成17年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成18年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成19年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成20年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成21年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成22年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成23年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（令和2年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 千葉県知事への定例報告（令和3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2000年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

418



法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類

作成・取

得年度等

分 類

名 称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者

保存期間

満了時の

措置

備考

2001年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2002年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2003年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成16年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療機関申請 患者紹介率報告（厚生省）（平成17年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2000年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2001年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2002年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2003年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成16年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成17年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成18年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成19年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成20年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成21年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成22年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成23年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（令和2年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請 医療法に基づく各種報告（令和3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 院内学級設立に関する文書（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請
厚生省からの依頼に基づく報告（平成4年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請
厚生省からの依頼に基づく報告（平成5年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請
厚生省からの依頼に基づく報告（平成6年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請
厚生省からの依頼に基づく報告（平成7年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請
厚生省からの依頼に基づく報告（平成8年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請
厚生省からの依頼に基づく報告（平成9年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請
厚生省からの依頼に基づく報告（平成10年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請
厚生省からの依頼に基づく報告（平成11年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請 高度先進医療承認申請（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請 高度先進医療承認申請（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 高度先進医療承認申請（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 高度先進医療承認申請（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 高度先進医療承認申請（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 高度先進医療承認申請（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請 高度先進医療承認申請（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1992年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1993年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1994年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1995年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1996年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1997年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2000年度 医事 医療機関申請
厚生省からの依頼に基づく報告（平成12年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1998年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1999年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2001年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

13年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

419
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2002年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

14年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2000年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2003年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

15年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2004年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

16年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2005年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

17年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2006年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

18年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2007年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

19年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2008年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

20年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2009年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

21年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2010年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

22年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2011年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

23年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

24年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

25年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

26年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

27年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

28年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

29年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（平成

30年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（令和

元年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（令和2

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請
厚生労働省からの依頼に基づく報告（令和3

年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2001年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2002年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2003年度 医事 医療機関申請 高度先進医療業務報告（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請 先進医療同意書（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請 先進医療同意書（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 患者統計等に関するもの（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 患者統計等に関するもの（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 患者統計等に関するもの（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 患者統計等に関するもの（平成27年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 患者統計等に関するもの（平成28年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 患者統計等に関するもの（平成29年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 調査統計 患者統計等に関するもの（平成30年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 患者統計等に関するもの（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 患者統計等に関するもの（令和2年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 患者統計等に関するもの（令和3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 管理運営 調査統計
患者実態調査・医療静態調査（平成26年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 調査統計
患者実態調査・医療静態調査（平成29年

度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 患者実態調査・医療静態調査（令和2年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 医事 医療機関申請
他省庁・県・他大学からの照会・回答

（FAX含む）（平成27年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 書庫

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 医事 医療機関申請
他省庁・県・他大学からの照会・回答

（FAX含む）（平成28年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 医療機関申請
他省庁・県・他大学からの照会・回答

（FAX含む）（平成29年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 医事 医療機関申請
他省庁・県・他大学からの照会・回答

（FAX含む）（平成30年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 医事 医療機関申請
他省庁・県・他大学からの照会・回答

（FAX含む）（令和元年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 医療機関申請
他省庁・県・他大学からの照会・回答

（FAX含む）（令和2年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 医療機関申請
他省庁・県・他大学からの照会・回答

（FAX含む）（令和3年度）

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2002年度 医事 診療録 診療録（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2003年度 医事 診療録 診療録（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2004年度 医事 診療録 診療録（平成16年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2005年度 医事 診療録 診療録（平成17年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2006年度 医事 診療録 診療録（平成18年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2007年度 医事 診療録 診療録（平成19年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2008年度 医事 診療録 診療録（平成20年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2009年度 医事 診療録 診療録（平成21年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2010年度 医事 診療録 診療録（平成22年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2011年4月1日 15年 2026年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2013年度 医事 診療録 診療録（平成25年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2012年度 医事 診療録 診療録（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2014年度 医事 診療録 診療録（平成26年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2015年度 医事 診療録 診療録（平成27年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2016年度 医事 診療録 診療録（平成28年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 医事 診療録 診療録（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄
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2018年度 医事 診療録 診療録（平成30年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 医事 診療録 診療録（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 医事 診療録 診療録（令和2年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 医事 診療録 診療録（令和3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 病歴室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2017年度 管理運営 会議 各種委員会（平成29年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙及び電子 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2018年度 管理運営 会議 各種委員会（平成30年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙及び電子 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2019年度 管理運営 会議 各種委員会（令和元年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙及び電子 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2020年度 管理運営 会議 各種委員会（平成2年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙及び電子 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

2021年度 管理運営 会議 各種委員会（平成3年度）
医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙及び電子 事務室

医学部附属病院事務部医療

サービス課⾧
廃棄

1992年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成4年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

1993年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成5年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

1994年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成6年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

1995年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成7年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

1996年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成8年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

1997年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成9年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

1998年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成10年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

1999年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成11年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2000年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成12年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2001年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成13年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2002年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成14年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2003年度 医事 患者支援 入院時食事療養に係る届出（平成15年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

1992年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成4年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

1993年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成5年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

1994年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成6年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

1995年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成7年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

1996年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成8年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

1997年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成9年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

1998年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成10年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

1999年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成11年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

2000年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成12年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

2001年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成13年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

2002年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成14年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

2003年度 医事 患者支援
入院時食事療養に係る特別管理の届出（平

成15年度）

医学部附属病院事務部医事

課⾧
2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 医学部附属病院⾧ 廃棄

2017年度 医事 患者支援 献立表（平成29年度） 医学部附属病院病院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2018年度 医事 患者支援 献立表（平成30年度） 医学部附属病院病院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2019年度 医事 患者支援 献立表（令和元年度） 医学部附属病院病院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2020年度 医事 患者支援 献立表（令和2年度） 医学部附属病院病院⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2021年度 医事 患者支援 献立表（令和3年度） 医学部附属病院病院⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2017年度 医事 患者支援 食事箋（平成29年度） 医学部附属病院病院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2018年度 医事 患者支援 食事箋（平成30年度） 医学部附属病院病院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2019年度 医事 患者支援 食事箋（令和元年度） 医学部附属病院病院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2020年度 医事 患者支援 食事箋（令和2年度） 医学部附属病院病院⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2021年度 医事 患者支援 食事箋（令和3年度） 医学部附属病院病院⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2017年度 医事 患者支援 栄養価表（平成29年度） 医学部附属病院病院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2018年度 医事 患者支援 栄養価表（平成30年度） 医学部附属病院病院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2019年度 医事 患者支援 栄養価表（令和元年度） 医学部附属病院病院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2020年度 医事 患者支援 栄養価表（令和2年度） 医学部附属病院病院⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2021年度 医事 患者支援 栄養価表（令和3年度） 医学部附属病院病院⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2017年度 医事 患者支援 栄養指導に関する文書（平成29年度） 医学部附属病院病院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2018年度 医事 患者支援 栄養指導に関する文書（平成30年度） 医学部附属病院病院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2017年度 医事 患者支援 患者給食検食に関する文書（平成29年度） 医学部附属病院病院⾧ 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2018年度 医事 患者支援 患者給食検食に関する文書（平成30年度） 医学部附属病院病院⾧ 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2019年度 医事 患者支援 患者給食検食に関する文書（令和元年度） 医学部附属病院病院⾧ 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2020年度 医事 患者支援 患者給食検食に関する文書（令和2年度） 医学部附属病院病院⾧ 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2021年度 医事 患者支援 患者給食検食に関する文書（令和3年度） 医学部附属病院病院⾧ 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2012年度 管理運営 調査統計 患者給食に関する各種統計（平成24年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2013年度 管理運営 調査統計 患者給食に関する各種統計（平成25年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2014年度 管理運営 調査統計 患者給食に関する各種統計（平成26年度）
医学部附属病院事務部医事

課⾧
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2015年度 管理運営 調査統計 患者給食に関する各種統計（平成27年度） 医学部附属病院病院⾧ 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2016年度 管理運営 調査統計 患者給食に関する各種統計（平成28年度） 医学部附属病院病院⾧ 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2017年度 管理運営 調査統計 患者給食に関する各種統計（平成29年度） 医学部附属病院病院⾧ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄
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2018年度 管理運営 調査統計 患者給食に関する各種統計（平成30年度） 医学部附属病院病院⾧ 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2019年度 管理運営 調査統計 患者給食に関する各種統計（令和元年度） 医学部附属病院病院⾧ 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2020年度 管理運営 調査統計 患者給食に関する各種統計（令和2年度） 医学部附属病院病院⾧ 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄

2021年度 管理運営 調査統計 患者給食に関する各種統計（令和3年度） 医学部附属病院病院⾧ 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 医学部附属病院⾧ 廃棄
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